
登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

№ 名称・式 単位 主管 平成26年度 平成27年度 平成28年度
望ましい

傾向
説明（☆印は指標の説明＊印は登米市水道事業の説明である）

Ａ）安全で良質な水

　　運営管理

１）水質管理

A101
（1106）

平均残留塩素濃度

＝残留塩素濃度合計/残留塩素測定回数
mg/L 施設課 0.43 0.44 0.42 －

　〃　保呂羽浄水場系 ％ 施設課 0.42 0.41 0.39

　〃　石越浄水場系 ％ 施設課 0.53 0.56 0.51

　〃　米川浄水場系 ％ 施設課 0.45 0.47 0.37

　〃　錦織浄水場系 ％ 施設課 0.40 0.40 0.41

　〃　米谷浄水場系 ％ 施設課 0.38 0.43 0.42

　〃　楼台浄水場系 ％ 施設課 0.39 0.40 0.39

　〃　大萱沢浄水場系 ％ 施設課 0.37 0.42 0.43

　〃　合ノ木浄水場系 ％ 施設課 － 0.43 0.53

　〃　大綱木浄水場系 ％ 施設課 － 0.52 0.54

A102
（1105）

最大カビ臭物質濃度水質基準比率

＝最大カビ臭物質濃度/水質基準値×100
％ 施設課 20.0 20.0 20.0 ↓

　〃　保呂羽浄水場系 ％ 施設課 20.0 20.0 20.0

　〃　石越浄水場系 ％ 施設課 10.0 10.0 10.0

　〃　米川浄水場系 ％ 施設課 0.0 0.0 0.0

　〃　錦織浄水場系 ％ 施設課 10.0 0.0 0.0

　〃　米谷浄水場系 ％ 施設課 0.0 0.0 0.0

　〃　楼台浄水場系 ％ 施設課 0.0 0.0 0.0

　〃　大萱沢浄水場系 ％ 施設課 0.0 0.0 0.0

　〃　合ノ木浄水場系 ％ 施設課 － 0.0 0.0

　〃　大綱木浄水場系 ％ 施設課 － 0.0 0.0

☆この業務指標は、水道水の安全及び塩素臭(カルキ臭)発生に与える影響を表す指標の一つで
ある。残留塩素については、水道法第22条に基づく水道法第22条に基づく水道法施行規則第17
条代号によって、給水区域の末端においても遊離残留塩素濃度0.1mg/L以上(結合残留塩素の場
合は0.4mg/L以上)を満たすことが必要である。
☆一般的に残留塩素が高い場合、塩素臭(カルキ臭)が発生する。塩素臭は、塩素とアンモニ
ア、又は有機物との反応によって生成されるジクロラミン、トリクロラミンなどが原因で、強
くなる場合がある。塩素臭の発生を減少をさせるためには、残留塩素濃度0.1mg/Lを確保した上
で、なるべく小さな値にすることが望ましいとされ、残留塩素低減化に取り組む事業体もあ
る。このため評価に当たっては、この業務指標のほか、各給水栓における最大残留塩素濃度に
も注意する必要がある。
☆残留塩素低減化のためには、高度浄水処理の導入、老朽化した配水・給水管の更新、塩素の
多点注入などの総合的な施策による取組みが必要である。しかし、貯水槽水道における残留塩
素濃度の低下などの課題もあり、低減化が困難である。

☆この業務指標は、カビ臭対策についての取組み状況を表す指標の一つである。
☆カビ臭は、水道水に対する苦情の発生につながりやすく、影響も広範囲で、かつ、長時間に
及ぶ場合が多い。
☆カビ臭物質であるジェオスミン及び2-メチルイソボルネオールは、同時に発生する場合があ
る。しかし、両物質の影響を単純に合計できないことなどから、この指標では、両物質のうち
水質基準比が高い方の最大カビ臭物質濃度によって算定することとした。
☆特に、貯水池を水源としている場合、夏季は特にカビ臭原因物質を発生させる藻類の増殖注
意する必要がある。また、水質基準を超過した場合のお客さまへの周知方法を確立しておくこ
とが求められる。



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

№ 名称・式 単位 主管 平成26年度 平成27年度 平成28年度
望ましい

傾向
説明（☆印は指標の説明＊印は登米市水道事業の説明である）

A103
（1107）

総トリハロメタン濃度水質基準比率(Max)

=（（∑給水栓の総トリハロメタン濃度/給水栓数）/水
質基準値）×100

％ 施設課 25.7 30.6 26.2 ↓

　〃　保呂羽浄水場系 ％ 施設課 43.0 48.0 40.7

　〃　石越浄水場系 ％ 施設課 38.0 42.0 30.0

　〃　米川浄水場系 ％ 施設課 7.0 8.0 12.5

　〃　錦織浄水場系 ％ 施設課 17.0 23.0 17.0

　〃　米谷浄水場系 ％ 施設課 4.0 14.0 17.0

　〃　楼台浄水場系 ％ 施設課 6.0 9.0 7.0

　〃　大萱沢浄水場系 ％ 施設課 23.0 32.0 20.0

　〃　合ノ木浄水場系 ％ 施設課 － 23.0 24.0

　〃　大綱木浄水場系 ％ 施設課 － 25.0 19.0

A104
（1108）

有機物（ＴＯＣ）濃度水質基準比率(Max)

=（（∑給水栓の有機物（TOC)濃度/給水栓数）/水質基
準値）×100

％ 施設課 25.0 51.3 24.7 ↓

　〃　保呂羽浄水場系 ％ 施設課 35.8 45.8 32.4

　〃　石越浄水場系 ％ 施設課 36.7 53.3 40.0

　〃　米川浄水場系 ％ 施設課 26.7 43.3 20.0

　〃　錦織浄水場系 ％ 施設課 33.3 53.3 35.0

　〃　米谷浄水場系 ％ 施設課 30.0 50.0 26.7

　〃　楼台浄水場系 ％ 施設課 10.7 23.3 0.0

　〃　大萱沢浄水場系 ％ 施設課 20.0 30.0 16.7

　〃　合ノ木浄水場系 ％ 施設課 － 63.3 26.7

　〃　大綱木浄水場系 ％ 施設課 － 63.3 26.7

A105
（1110）

重金属濃度水質基準比率(Max)

=（（∑給水栓の当該重金属濃度/給水栓数）/水質基準
値）×100

％ 施設課 20.0 20.0 0.0 ↓

☆重金属は数多くあるが、この業務指標で対象となる重金属は水質基準項目に定められている
重金属のうち健康に影響のある、カドミウム及びその化合物、セレン及びその化合物、ヒ素及
びその化合物、六価クロム化合物、鉛及びその化合物の6種類とした。これらの物質は通常の浄
水処理では処理できないものもあり、特に原水の水質に留意する必要がある。また、鉛及びそ
の化合物については、原水由来ではなく、鉛を使用した給水管などからの溶出に起因するする
ものが多いことから、他の重金属とは異なり、鉛製給水管の残存問題として捉えるべきもので
もある。
☆なお、複数の原水系統がある場合は、給水区域によって濃度に差異が生じる。この業務指標
では、給水区域全域での動向把握を基本に、各定期検査時における全給水栓の平均を求め、そ
の中から年間で最も大きい値を選択することとした。

☆総トリハロメタン濃度は、水道水における消毒副生成物の代表として一般的に使用されてい
る。
☆トリハロメタンとは、メタンの水素原子3個が塩素、臭素などのハロゲン元素で置換された有
機ハロゲン化合物の総称で、塩素消毒によって生成されることから、消毒副生成物と呼ばれ
る。トリハロメタンのうち、クロロホルム、ブロモジクロロメタン及びブロモホルム4物質の合
計を総トリハロメタンという。トリハロメタンの中には、人に対して発がんがある可能性があ
る可能性のあるものがあり、個々のトリハロメタンだけではなく、総トリハロメタンとしても
水質基準が設定されている。
☆総トリハロメタン濃度は、有機物(TOC)濃度、水温、時間などと深い関係にあり、特に塩素の
注入量の影響が大きい。また、総トリハロメタン濃度の低減に粉末活性炭処理及び高度浄水処
理などが効果的であるが、相応の費用を要する。
☆なお、複数の原水系統がある場合、給水区域によって濃度に差異が生じる。このため、この
業務指標では、給水区域全域での動向把握を基本に、各定期検査時における全給水栓の平均を
求め、その中から1年間で最も大きい値を選択することとした。

☆水道水質基準の有機物質の基準には、長らく過マンガン酸カリウム消費量が使われており、
水質汚染に関する総括的な指標値としての基準値が設定されていた。しかし、平成16年度4月1
日施行の“水質基準に関する省令”から、過マンガン酸カリウム消費量に替えて、精度・感度
で有効なTOC(全有機炭素:Total Organic Carbon)が有機物質の指標となった。
☆有機物(TOC)濃度は、残留塩素量が、水のおいしさ、トリハロメタンの生成などと関係が深
く、その低減化は、水道水の水質全体に関わる問題である。有機物(TOC)濃度の低減には、高度
浄水処理、粉末活性炭処理などが用いられるが、相応の費用を要する。
☆なお、複数の原水系統がある場合、給水区域によって濃度に差異が生じる。このため、この
業務指標では、給水区域全域での動向把握を基本に、各定期検査時における全給水栓の平均を
求め、その中から1年間で最も大きい値を選択することとした。



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
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A106
（1111）

無機物質濃度水質基準比率(Max)

=（（∑給水栓の当該無機物質濃度/給水栓数）/水質基
準）×100

％ 施設課 24.6 15.0 18.7 ↓

　〃　保呂羽浄水場系 ％ 施設課 52.5 21.3 25.7

　〃　石越浄水場系 ％ 施設課 17.7 17.3 25.3

　〃　米川浄水場系 ％ 施設課 20.0 13.9 13.0

　〃　錦織浄水場系 ％ 施設課 20.0 15.2 17.5

　〃　米谷浄水場系 ％ 施設課 20.0 15.2 16.2

　〃　楼台浄水場系 ％ 施設課 36.7 36.9 36.7

　〃　大萱沢浄水場系 ％ 施設課 35.0 11.0 25.0

　〃　合ノ木浄水場系 ％ 施設課 8.3 8.1 8.3

　〃　大綱木浄水場系 ％ 施設課 6.7 6.1 6.7

A107
(1113)

有機化学物質濃度水質基準比率(Max)

＝（（∑給水栓の当該有機化学物質濃度/給水栓数）/
水質基準値）×100

％ 施設課 0.0 0.0 0.0 ↓
☆有機塩素化合物の多少による水道水の安全性を示す指標。
☆有機塩素化合物は9種類あり、主に精密機械の洗浄剤、金属製品の脱脂洗浄剤、ドライクリー
ニング用の洗剤として使用され、人に対して発がん性の可能性のあるものも含まれている。
*H21年度以降、測定物質は6項目となり、不検出が続いている。

A108
(1114)

消毒副生成物濃度水質基準比率(Max)

＝（（∑給水栓の当該消毒副生成物濃度/給水栓数）/
水質基準値）×100

％ 施設課 26.0 35.6 24.7 ↓

　〃　保呂羽浄水場系 ％ 施設課 38.3 59.2 35.2

　〃　石越浄水場系 ％ 施設課 63.3 56.7 36.7

　〃　米川浄水場系 ％ 施設課 10.0 0.0 6.7

　〃　錦織浄水場系 ％ 施設課 33.3 20.0 21.7

　〃　米谷浄水場系 ％ 施設課 10.0 10.0 13.3

　〃　楼台浄水場系 ％ 施設課 10.0 0.0 0.0

　〃　大萱沢浄水場系 ％ 施設課 23.3 16.7 23.3

　〃　合ノ木浄水場系 ％ 施設課 66.7 63.3 66.7

　〃　大綱木浄水場系 ％ 施設課 36.7 50.0 36.7

☆無機物質の多少により味や色などの水道水の正常を表す指標。
☆無機物質とは、アルミニウム、塩化物イオン、カルシウム、マグネシウム等（硬度）、鉄、
マンガン、ナトリウムとそれら個々の化合物の６種をいう。
☆上昇化傾向の原因としては、A104(有機物(TOC)濃度水質基準比率)と関連するが夏場に水量が
少なくなった際に、ポリ塩化アルミニウム（PAC）や塩素の注入率を上げることから、塩化物イ
オンやナトリウムが増えるため。

☆この業務指標で対象とする消毒副生成物は、水質基準項目に定められている消毒副生成物の
うち、トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクルルメタン、ブロモ
ホルム、総トリハロメタン)を除く、臭素酸、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、ホ
ルムアルデヒド)の５種類とした。
☆これらの消毒副生成物は、人に対して発がん性がある可能性があるものも含まれている。臭
素酸については、一般的にオゾン処理工程で生成されるとされているが、そのほかに、水道用
薬品の次亜塩素酸ナトリウム中にも存在する点にも留意する必要がある。
☆消毒副生成物の代表例として広く使用されている総トリハロメタンについては、A103(総トリ
ハロメタン濃度水質基準比率)として別に規定した。
☆なお複数の原水系統がある場合、給水区域によって濃度に差異が生じる。このため、この業
務指標では、給水区域全域での動向把握を基本に、各定期検査時における全給水栓の平均を求
め、



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
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A109
（1109）

農薬濃度水質管理目標比率＝Max∑（Xij/GVj）

Xij：各定期検査時の各農薬濃度
GVｊ：各農薬の目標値
　i：定期検査実施回
　j：農薬の種類

％ 施設課 0.028 0.016 0.000 ↓
☆農薬の多少による水道水の安全性を示す。
☆各農薬の年間測定の最大濃度
＊農薬数120項目を各浄水場出口で測定し、ブロモブチドが微量検出された。（給水栓は測定し
ていない）



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
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２）施設管理

A201
（1101）

原水水質監視制度

=原水水質監視項目数
項目 施設課 17 17 64 ↑ ☆年間に行う原水の水質検査項目数。複数の原水を利用している団体は最大値を標記する。

＊保呂羽浄水場における監視項目数である。

A202
（1102）

水質検査箇所密度

=（水質検査採水箇所数/給水区域面積）×100
箇所/100km2 施設課 2.6 3.0 3.3 ↑

☆100㎢あたりの毎日水質検査の箇所数。高ければ水質の異常性発見の速度が高くなり安全性を
高めることができるが、相応のコスト増を伴う。
＊毎日水質検査の箇所は7水系において14箇所である。H19年度に簡易水道の統合など区域拡張
を行ったため、給水区域面積が360.69㎢から540.72㎢に増加した。

A203
（5002）

配水池清掃実施率

=〔最近5年間に清掃した配水池容量／（配水池総容量
／５）〕×100

％ 施設課 16.5 16.5 8.6 ↑
☆清掃とは、池洗浄、清掃ロボットまたは潜水作業により清掃作業を行ったことをいう。新水
質基準が施行され飲料水の安全性の保証が一団と強く求められている。これらの社会ニーズ、
環境の変化等を考慮し、配水池内部の点検を兼ねて周期的に清掃することで、配水池の管理状
況を把握し、安全で良質な水を供給するものである。清掃周期は5年に1回が望ましい。
＊H19年度から配水池の清掃を実施している。

A204
（1115）

直結給水率

=直結給水件数/給水件数×100
％ 施設課 99.3 99.3 99.3 ↑

☆直結給水件数とは、受水槽を介さず、配水管の水圧又は直結加圧ポンプにより直接給水され
る給水件数をいう。水質管理の信頼性確保に対する取組度合い、良質の水道水を供給するとい
うサービスを向上させるための指標。
＊H28年度においての直結以外の給水件数は217件であり、これらは受水槽による給水となって
いる。直結給水か受水槽方式かについては「給水装置の工事設計・施行及び管理に関する規
程」において規定しており、基本的には3階建て以上の建物、断水時においても給水の継続を必
要とする施設等が受水槽方式を採用することとしている。水質保全の面からは直結給水が望ま
しいが、災害対策の観点では受水槽方式も有効な災害対策となりえる。特に大口需要家、医療
機関、養護・介護施設などについては受水槽方式の検討が必要である。

A205
（5115）

貯水槽水道指導率

=（貯水槽水道指導件数/貯水槽水道総数）×100
％ 業務課 37.4 7.8 1.8 ↓

☆貯水槽水道とは水道事業体に届けられている貯水槽水道総数である。指導等は書面･口頭であ
ることを問わない。
＊平成22年度から貯水槽水道の指導を開始し、H28年度は設置数228件に対して指導実施件数は4
件である。



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

№ 名称・式 単位 主管 平成26年度 平成27年度 平成28年度
望ましい

傾向
説明（☆印は指標の説明＊印は登米市水道事業の説明である）

３）事故災害対策

A301
（2201）

水源の水質事故数

=年間水源水質事故件数
件 施設課 0 0 0 0

☆水源水質事故件数とは油、農薬、化学肥料等により水源が汚染され取水停止若しくは取水停
止の恐れがある件数をいう。この指標は水源の突発的水質異常のリスクがどれだけあるかを示
す。

A302
（1116）

活性炭投入率

=年間活性炭投入日数/年間日数×100
％ 施設課 0.3 0.5 0.2 －

☆カビ臭や水質事故などの理由により原水の水質が悪化したときに投入された粉末活性炭の日
数。水道事業体が原水水質の変動に対して適切に対応した示す指標。
＊H28年度は活性炭を61日間投入した。

　施設整備

４）施設更新

A401
（1117）

鉛製給水管率

=鉛製給水管使用件数/給水件数×100
％ 業務課 0.4 0.4 0.4 0

☆全給水件数に占める鉛製給水官が使用されている割合を示すもので、その解消を促進するた
めの指標。
＊H22年度から鉛管使用の詳細調査を実施し、H28年度では117件の使用を確認している。



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
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望ましい

傾向
説明（☆印は指標の説明＊印は登米市水道事業の説明である）

Ｂ）安定した水の供給

　　運営管理

１）施設管理

B101
（1004）

自己保有水源率

=（自己保有水源水量/全水源水量）×100
％ 管理課 8.5 8.5 8.5 ↑

☆自己保有水源とは水利権等の規制のない水源であり、水源の運用としての自由度を表す。
これらの水源は住民と取水する水量について取り決めを行っているものもあるが、水道事業の
意志により自由に取水できるものである。
＊米谷水系、米川水系、楼台、大萱沢の各浄水場の水源である。

B102
（1005）

取水量１ｍ３あたり水源保全投資額

=水源保全に投資した費用/その流域からの取水量
円/ｍ３ 管理課 0 0 0 ↑

☆水源保全に投資した費用とは、自己の水道水の水源流域に水源の涵養、水質保全のための行
為に要した年間投資額をいい、水道事業体が独自の水源を要していないと水源保全の直接携わ
ることないため、全ての水道事業者に適用されるものではない。
＊H28年度においては水源保全投資は行っていないため「0」となっている。

B103
（4101）

地下水率

=（地下水揚水量／水源利用水量）×100
％ 施設課 5.1 5.0 4.8 －

☆地下水とは、年間の井戸から水道源水としてくみ上げた水量をいう。地下水はコストが安
く、水量・水質が安定しているので水道事業にとって価値の大きな水源である。この比率が高
ければ経営上も有利といえる。

＊「米谷水系」、「米川水系」、「楼台」の各浄水場が該当し、500千ｍ3であった。説明には
地下水の水質が安定しているとあるが、深井戸であれば該当するが浅井戸の場合クリプトスポ
リジウム対策の必要性があり、必ずしも水質的に安定しているとは言えない。

B104
（3019）

施設利用率

=１日平均配水量/1日配水能力（施設能力）×100
％ 管理課 72.4 76.2 74.2 ↑

☆施設能力に対する一日平均配水量の値で、施設が平均的にどれくらい活用されているかを表
すもので、水道施設の経済性を総括的に判断する指標であり、数値が大きいほど効率的である
とされている。また、(B104)施設利用率=(B105)最大稼働率×(B106)負荷率の関係となってい
る。
☆経営効率化の観点からはこの指標は高いほどいいが、施設規模の設定では施設更新や事故に
対応できる一定の余裕は必要である。
＊H28年度においては総合として74.2%となっているが、それぞれの浄水場においては次のとお
りバラツキがあるので、連絡管の布設と水運用により平準化することが必要である。
　①保呂羽浄水場　79.7%　②石越浄水場　62.5%　③米川水系浄水場　66.2%
　④錦織水系浄水場　82.4%　⑤米谷水系浄水場　29.8%　⑥楼台浄水場　37.3%
　⑦大萱沢浄水場　62.0%　⑧相ノ木浄水場　50.0%　⑨大綱木浄水場　50.0%

B105
（3020）

最大稼働率

=１日最大配水量/1日配水能力（施設能力）×100
％ 管理課 84.5 84.5 88.4 ↑

☆施設能力に対する一日最大配水量の値で、施設の有効活用について表している。この数値が
高ければ有効活用されているといえるが、100%に近い数値であれば施設の能力が不足している
といえる。それぞれの浄水場については以下のとおり。
  ①保呂羽浄水場　84.7%　②石越浄水場　78.1%　③米川水系浄水場　113.5%
　④錦織水系浄水場　93.2%　⑤米谷水系浄水場　43.4%　⑥楼台浄水場　43.4%
　⑦大萱沢浄水場　73.6%　⑧相ノ木浄水場　87.5%　⑨大綱木　70.0%



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
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B106
（3021）

負荷率

=１日平均配水量/１日最大配水量×100
％ 管理課 85.7 85.7 86.2 ↑

☆一日最大配水量に対する一日平均配水量の割合で施設効率を判断する指標であり、数値が大
きいほど効率的である。つまり最大と平均の差が少なければ(負荷率が高ければ）施設は年間を
通じて安定して稼動していることとなり、差が多ければ（負荷率が低ければ）最大を記録する
時にだけ負荷がかかって稼動していることとなる。
＊H28年度においては86.2%と昨年と比べ0.5%上昇した。
　①保呂羽浄水場　97.4%　②石越浄水場　90.5%　③米川水系浄水場　82.2%
　④錦織水系浄水場　83.5%　⑤米谷水系浄水場　65.2%　⑥楼台浄水場　80.4%
　⑦大萱沢浄水場　79.6%　⑧相ノ木浄水場　57.1%　⑨大綱木浄水場　71.4%

B107
（2007）

配水管延長密度

=配水管延長/給水区域面積
km/km2 施設課 2.6 2.6 2.6 ↑

☆消費者からの申込みに対する物理的な利便性の度合いを示す。
☆一般に市街化が進んでいる地域では高く、山間部や農村部では低い。同程度の普及率、人口
密度であった場合、多系統からの受水や管網ネットワークの整備が進んでいる場合に高くな
る。
＊登米市の場合は給水区域が広く需要家が点在しているため、放射線状に配水管が布設されて
いることから密度は低い。
＊H28年度における給水区域面積は540.72㎢であり、配水管の延長は1,406kmである。

B108
（5111）

管路点検率

=（点検した管路延長/管路総延長）×100
％ 施設課 100.0 100.0 100.0 ↑

☆管路点検とは、地上確認できる弁類などの付属設備の点検、漏水制御（漏水調査）、管内視
調査、掘削を伴う外面調査をいう。管路の健全性確保に対する執行度合いを示すものである。
＊H21年度から漏水調査業務を行っており、H28年度は460kmを実施した。

B109
（新規）

バルブ点検率

=(点検したバルブ数/バルブ設置数)×100
％ 施設課 － 15.5 21.7 ↑

☆バルブは、管路と一体して機能することからB108(管路点検率)と併せて評価する必要があ
る。
☆バルブ設置数には、直接地中に埋設されたものも含まれており、実質点検不能なものがある
ためこの指標は、100%にはならない。
☆バルブの点検内容については、種類・設置環境によって異なり、規定が困難なことからこの
業務指標では特に点検内容については問わないことにした。

B110
（5107）

漏水率

=年間漏水量/年間配水量
％ 施設課 9.1 8.5 9.7 ↓

☆漏水は、浄水の損失のみでなく、エネルギー損失、給水不良、道路陥没などの災害にもつな
がり大きな損失となる。この指標は事業効率を示す代表的なものであり、管網整備等の施策の
評価に利用することもできる。
＊H28年度の漏水量は9,140,518㎥となり前年度を109,683㎥上回った。大規模な漏水及び河川敷
等修理困難箇所での漏水が多発したのが主な理由である。漏水量のうち確認漏水量は約36.0%で
未確認漏水量の方がが多い。また有効率は90.2%である。漏水率が高く有効率が低い要因として
は、管路延長が長く管路の維持管理が困難なことが挙げられる。
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B111
（新規）

有効率

=(年間有効水量/年間配水量)×100
％ 施設課 90.8 91.4 90.2 ↑

☆この業務指標は、浄水場(又は配水池)から配水した水量のうち、水道事業として有効に使用
された水量の割合を示す。通常この値は高い方が好ましい。
☆有効率は，B503(法定耐用年数超過管路率)と相関がある。通常、経年化管路の割合が高いほ
ど漏水量が多くなって無効水量が増えるため、有効率は低くなる。このため、有効率は配水管
及び給水管の健全性を間接的に表している。
☆なお、調定減額水量については、赤水・濁水といった無効水量として算入すべきもののほ
か、水道事業体によってはメーター下流における漏水量については、メーターまでは通常通り
給水されているため、有効水量として取り扱う例もある。

B112
（3018）

有収率

=年間総有収水量/年間総配水量×100
％ 管理課 83.1 84.5 83.4 ↑

☆有収水量は水道料金の算定基礎となった料金水量と、他会計から収入のあった水量等であ
る。有収水量は配水（給水)した水量がどの程度収益につながっているかを表すものである。
＊同規模団体（平成27年度）では84.4%であり、1.0ﾎﾟｲﾝﾄ下回っている。
＊平成28年度は(B110)漏水率で述べたとおり、漏水の多発により配水量が増加した事に加え、
水道使用量の伸び悩みにより有収水量が減ったため、減少となった。

B113
（2004）

配水池貯留能力

=配水池総容量/一日平均配水量
日 施設課 0.94 0.96 1.14 ↑

☆一日平均配水量の何日分が配水池で貯留可能であるかを表す。
☆給水に対する安全性、災害・事故等に対する危機対応性を示す。値が高ければ非常時におけ
る配水調整能力や応急給水能力が高い。
☆計画一日最大配水量の12時間分を確保することが標準とされている。
＊標準の0.5以上であり23時間分の貯水能力を持っていることになっている。（配水池に水が満
杯であって、被害がない場合）

B114
（2002）

給水人口一人当り配水量
(一人一日平均配水量）

=一日平均配水量/給水人口×１０００

ℓ/日/人 施設課 322.2 318.0 312.8 －
☆水環境の保全に対する取組の一つである節水型消費パターンの促進度合いを表す。
＊登米市の水量は人口同規模団体に比して少ない傾向にある。これは給水件数の約98%が小口径
であり、中口径以上の大口需要家が少ないことによるものである。

B115
（2005）

給水制限数

=年間給水制限日数
日 業務課 0 0 0 0 ☆給水契約者の快適･利便性、給水サービスの安定性を示す。
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B116
（2006）

普及率

=給水人口/給水区域内人口×100
％ 業務課 99.4 99.4 99.5 ↑

☆誰もがいつでも安定的に給水サービスを享受できる状況にあるかを示す指標
＊平成19年度において簡易水道事業区域並びにこれまでの給水区域外区域を給水区域としたこ
とから、登米市における給水区域外区域は、専用水道で給水をしている迫町新田の東北新生
園、岩手県一関市の給水区域となっている東和町錦織字山沢、同米川字余玉地区及び栗原市の
給水区域となっている石越町の石越駅前地区である。また、涌谷町の一部を給水区域としてい
る。
＊H28年度は、行政区域内人口<81,511人>給水区域内人口<81,248人>給水人口<80,830人>であ
り、普及率は99.5%である。

B117
（5110）

設備点検実施率

=（電気・計装・機械設備等の点検回数/電気・計装・
機械設備等の法定点検回数）×100

％ 施設課 917.6 917.6 917.6 ↑
☆点検回数とは、電気・計装・機械設備等を実際に保守、保全のため、異常の有無を法に定め
られて行った点検回数及び法に基づかないそれ以外の巡回点検、定期点検、精密点検等の点検
回数の合計。水道施設の主要設備の点検が機器数に対してどの程度実施されかを表しており、
管理の適正度を示す指標である。
＊H28年度では、法定点検回数17回に対し点検は156回行っている。
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２）事故災害対策

B201
（5101）

浄水場事故割合

=10年間の浄水場停止事故件数／浄水場総数
％ 施設課 0.0 0.0 0.0 ↓ ☆現在の年度からさかのぼった10年間の、必要とされる水量の一部でも送水できなかった件

数。原水の水質事故によるものは含まない。

B202
（2204）

事故時給水人口率

=事故時給水人口/給水人口×100
％ 業務課 83.8 83.8 84.6 0

☆事故時給水人口とは事故時に給水できない人口をいう。事故時配水量率と対になっている指
標である。
＊登米市水道事業における事故時給水人口は、保呂羽浄水場水系に係る給水人口である。

B203
（2001）

給水人口一人当り貯留飲料水量

＃［（配水池総容量（緊急貯水槽容量は除く）×1/2＋
緊急貯水槽容量）/給水人口］×１０００

ℓ/人 施設課 151.0 152.4 178.9 ↑

☆災害時に一人当りに確保されている飲料水量。災害時の水の最低必要量は一人一日3ℓとされ
ている。
＊緊急貯水槽がないことから、配水池容量（29池28,913㎥）を基礎としている。151リットルの
貯留飲料水量は災害時において一人一日3ℓとした場合、50日分を確保していることとなる。
（配水池に水が満杯であって、被害がない場合）
＊給水人口が減少傾向であることから、数値は上昇傾向にある。

B204
（5103）

管路の事故割合

=（管路の事故件数／管路総延長）×100
件/100km 施設課 17.3 9.7 14.9 ↓

☆管路の事故とは、年間に発生した実際に供用している導水管、配水管の破裂、破損、抜け出
し、継手の漏れなどの異常をいう。バルブ等の付属設備の異常も含める。（必ずしも漏水を伴
わない）。管路100kmあたりの事故件数であり、管路の健全性を示すものである。
＊H28年度の事故件数は210件であり、管路の総延長は約1410kmである。

B205
（2202）

幹線管路の事故割合

=幹線管路の事故件数/幹線管路延長×100
件/100km 施設課 0.00 0.00 0.00 0 ☆幹線管路の事故割合を100kmあたりで表し、管路の健全性を表す。

＊H28年度の幹線（基幹）管路延長は47,530ｍである。
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B206
（5104）

鉄製管路の事故割合

=（鉄製管路の事故件数／鉄製管路総延長）×100
件/100km 施設課 5.5 3.0 2.3 ↓

☆鉄製管路とは、ダクタイル鋳鉄管、鋼管、ステンレス鋼管をいう。鉄製管路の健全性を示す
ものである。
＊H28年度の鉄製管路の事故件数は7件であり、鉄製管路の延長は約300kmである。

B207
（5105）

非鉄製管路の事故割合

=（非鉄製管路の事故件数／非鉄製管路総延長）×100
件/100km 施設課 20.3 11.4 18.4 ↓ ☆非鉄製管路とは、鉄製管路以外のものをいう。

＊H28年度の鉄製管路以外の事故件数は203件であり、非鉄製管路の延長は約1,115kmである。

B208
（5106）

給水管の事故割合

=（給水管の事故件数／給水件数）×1000
件/1000件 業務課 4.2 5.0 4.4 ↓

☆給水管の事故とは、年間に発生する水道メータ上流側の異常件数をいう。給水装置の維持管
理は、原則消費者において行われるべきものであるが、給水サービスの向上や無効水量削減の
観点からも水道事業者が積極的に関与し、適正な維持管理の促進を図ることが必要である。こ
の指標は給水管の健全性を示しているが、経年的に比較することで、水道事業者の積極的関与
の度合いをみる指標とすることも利用できる。
＊登米市では、水道メータ上流側の異常については水道事業所負担で修理等を実施し、無効水
量の削減化を図っている。
*H28年度では132件発生している。

B209
（5109）

断水・濁水時間

=（断水・濁水時間×断水・濁水区域給水人口）/給水
人口

時間 施設課 2.0 0.4 1.5 ↓
☆年間で取水から配水管の間で発生した事故によって給水できなくなる時間。給水管の事故は
含まない。
＊事故だけではなく配水管の布設替工事などで断水したものも含んで算定している。断水時間
が177時間、濁水時間は0時間である。断水の影響人口は696人、濁水の影響人口は0人である。

B210
（新規）

災害対策訓練実施回数

=年間の災害対策訓練実施回数
回/年 施設課 14 14 14 ↑

☆変数としては訓練参加人数などが挙げられるが、訓練の対象が広く参加者数を把握すること
が　困難なことから、この業務指標では訓練の実施回数とした。
☆災害対策訓練の例としては、住民を交えた応急給水訓練、民間企業を交えた漏水管の応急復
旧訓練、災害想定シナリオに基づく初動・連絡体制の模擬練習などがあり、水道事業体が単独
で開催する訓練の他に市長部局が主催する訓練・他の水道事業体と合同で行う訓練などがあ
る。
☆変数の1年間の災害対策訓練実施回数にどのような訓練を含めるかは、水道事業体によって異
なる場合があるが、災害時に実際動けることが重要であるため、座学だけの研修・講義は訓練
回数に含めないことにした。



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
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傾向
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B211
（5114）

消火栓設置密度

=消火栓数/配水管延長
基/km 施設課 0.59 0.59 0.60 ↑

☆地上式・地下式、単口・双口を問わず、配水管に設置されている消火栓の数。管路施設の消
防能力、救命ライフラインとしての危機対応能力の度合いを示すものである。
＊H28年度の消火栓の数は838基である。登米市の管路の45.0%が口径50㎜以下であり、それを除
いた管路に対する消火栓密度は1.09である。また防火水槽は1,158基で総容量は40,880㎥であ
る。消火栓と防火水槽を合わせた配水管路総延長に対する消防水利設置密度は1.42である。



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
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傾向
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２）環境対策

B301
（4001）

配水量１ｍ３当たり電力消費量

=全施設の電力使用量／年間配水量
kWh/m3 施設課 0.60 0.61 0.62 ↓

☆全施設の電力使用量とは、取水から給水までに使用する電力（事務所や自家発電で利用した
電力量を含む）をいう。用水供給や深井戸により供給をしていて浄水場を持たない事業体は、
総じて低い数値となっている。
＊H28年度の総電力量は5,876,584kwhである。全部自己水（受水なし）であり、区域が広く施設
数が多い半面、配水量が少ないことから高い傾向となっている。

B302
（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／年間配水量
MJ/m3 全課 2.3 2.4 2.5 ↓

☆総エネルギー消費量とは、水道事業全ての電力・燃料の総量で単位ＭＪに換算したものをい
う。
＊登米市水道事業は自己水による供給であることから消費エネルギーは多いが地域特性により
配水量は少ないことから、この数値は高いのものとなる。経年の変化を見守り少なくする工夫
を検討しなければならない。

B303
（4006）

配水量１ｍ３当たり二酸化炭素（CO2）排出量

=〔総二酸化炭素（CO2）排出量／年間配水量〕×１０
６

g.co2／ｍ３ 全課 258.3 263.6 267.9 ↓
☆総二酸化炭素排出量とは、水道事業全体で使用した燃料をエネルギー換算値を参照し算出す
る。
＊(B302)配水量１ｍ３当たり消費エネルギーと同様に、登米市水道事業の数値は高い傾向とな
る。

B304
（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電力量／全施設の電力使用
量×100

％ 施設課 － － － ↑
☆再生可能エネルギー設備の電力使用量とは、太陽光発電、小水力発電、風力発電等の水道事
業が保有する再生可能エネルギー設備（常用設備）により発電されかつ使用された年間電力量
をいう。
＊H28年度、登米市には再生可能エネルギー設備がないことから「－」としている。

B305
（4004）

浄水発生土の有効利用率

=有効利用土／浄水発生土量×100
％ 施設課 135.5 97.7 100.0 ↑

☆有効利用土量とは、浄水過程における発生土のうち、その処分方法として有効利用（委託し
ている場合も含める）している土量をいう。
*発生土は、天日乾燥床で一時保管して有効利用しているため100%を上回る。
*H19年度より浄水発生土の有効利用を行っている。今後も計画的に処理を行うこととしてい
る。
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B306
（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／建設副産物排出量×
100

％ 施設課 90.8 16.2 25.1 ↑
☆建設副産物とは、建設発生土及びアスファルト、コンクリート塊、建設発生木材などをい
う。
＊H28年度の建設副産物排出量は22,361㎥で、そのうち建設発生土が16,928(75.7%)、アスファ
ルト・コンクリート塊5357㎥(23.9%)、その他34㎥(0.1%)である。リサイクルされた建設副産物
排出量は5,604㎥である。
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　　施設整備

４）施設管理

B401
（5102）

ダクタイル鋳鉄管・鋼管率

=（ダクタイル鋳鉄管＋鋼管延長）/管路総延長×100
％ 施設課 20.5 20.9 21.9 ↑

☆導・配水管におけるダクタイル鋳鉄管・鋼管（亜塩めっき鋼管、塗覆装鋼管、ステンレス鋼
管）の延長が管路に占めている割合を示し、管路の母材強度に視点を当てた指標である。管路
の安定性や維持管理上の容易性を示す。
＊登米市における管路の46.7%が口径50㎜以下なので、ダクタイル鋳鉄管や鋼管の割合が低い。
口径75mm以上の管路に占めるダクタイル鋳鉄管・鋼管率は39.2%となる。

B402
（2107）

管路の新設率

=新設管路延長/管路総延長×100
％ 施設課 0.5 0.3 0.5 ↑

☆年間に新たに布設した配水管路の延長で、布設替や増口径は含めない。未普及地域の解消や
管網整備状況、ブロック化の推進、複線化等を反映する。管路整備がゆきとどいた団体では、
小さい値になる。
＊H28年度に新たに布設した配水管路は7,344mである。
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５）施設更新

B501
（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/全浄水施設能力
×100

％ 施設課 0 0 0 ↓
☆経年化とは、地方公営企業法施行規則第14条及び第15条関連の別表代合の耐用年数を超えて
いるものをいう。
☆経年化した浄水施設（コンクリート構造物：耐用年数60年）の割合。
＊H28年度現在、経年化した施設はないことから「0」である。

B502
（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/電気･機械
設備の総数×100

％ 施設課 39.2 39.2 39.2 ↓
☆経年化した浄水施設の電気･機械設備
＊H28年度現在で約40%の施設が経年化している。石越浄水場・楼台浄水場及び大萱沢浄水場以
外の施設は供用開始後25年以上を経過しており、特に基幹施設である保呂羽浄水場が建設後30
年以上経過していることが数値の高い要因である。

B503
（2103）

経年化管路率

=法定耐用年数を超えた管路延長/管路総延長×100
％ 施設課 29.3 28.9 29.3 ↓ ☆経年化した管路の状況で、安定給水に向けて計画的に管路の更新を実施しているかを示す。

＊H28年度現在、経年化（耐用年数を超えた）管路延長は378,862mである。

B504
（2104）

管路の更新率

=更新された管路延長/管路総延長×100
％ 施設課 0.4 0.4 0.2 ↑

☆管路総延長に対する年間に更新された管路の割合を表し、管路の信頼性確保に対する執行度
合いを示す。管路総延長は導水管、配水管延長の合計。
＊H28年度の管路総延長は1,410,655mで、更新（布設替）を行った配水管路延長は3,335mであ
る。

B505
（2105）

管路の更正率

=更正された管路延長/管路総延長×100
％ 施設課 0.0 0.0 0.0 ↑

☆更正とは赤水対策、出水不良解消のために鋳鉄管・鋼管等の無ライニング管の内面をライニ
ング補修することをいう。
☆管路の信頼性確保に対する執行度合いを示す指標。
＊登米市では対象となるような管路については、更正ではなく更新を行っていることから「0」
となっている。
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６）事故災害対策

B601
（2206）

系統間の原水融通率

=原水融通能力/受水側浄水能力×100
％ 施設課 － － － ↑

☆他系統からの原水の融通可能な割合。
☆取水の複数系統化を表す指標であり、水運用の安定性、柔軟性、危機対応性を示す。
＊登米市水道事業では系統間の原水融通を行っていないため「－」とした。

B602
（2207）

浄水施設耐震率

=震災対策の施されている浄水施設能力／全浄水施設能
力×100

％ 施設課 89.3 89.3 88.3 100
☆耐震化の施されている浄水施設能力とは①水道施設耐震工法指針で定めるレベル2、ランクA
の耐震基準で設計されているもの、または調査の結果この基準を満たしていると判断されたも
のを指す。
☆震災時においても浄水施設として安定的な浄水作業ができるかどうかを示したもの。
＊登米市では、基幹の保呂羽浄水場、石越浄水場が耐震化施設となっている。

B602-2
（新規）

浄水施設主要構造物耐震化率

={(　沈でん・ろ過を有する施設の耐震化浄水施設能力
1)　　＋ろ過のみ施設の耐震化浄水施設能力 2)　)/全
浄水施設能力}×100
注　1)　沈でん・ろ過を有する施設の耐震化浄水施設
能力　　　　　　　　　＝(耐震対策が施された沈でん
池の浄水施設能力＋耐震対策が施されたろ過池の浄水
施設能力)/2　　　　　　　　　　　　　注　2)　ろ過
のみ施設の耐震化浄水施設能力=耐震対策が施されたろ
過池の全浄水施設能力

％ 施設課 89.4 96.2 96.2 ↑

☆震災時においても安定的に浄水処理を行うためには着水井から浄水池までのきょ(渠)・管路
などを含む全ての施設において耐震水準を満たす必要があり、複数系統を保有する浄水場では
系統ごとに耐震化を図ることが求められる。
☆浄水施設の耐震化に当たっては、地震時の浄水施設への被害の軽減化を図り浄水処理機能を
早期に確保する観点から、主要構造物である沈でん池及びろ過池を優先して耐震化に取り組ん
でいる事業体が多い。このことから、浄水施設の耐震化対策への取り組み及びその進捗状況を
表す指標とした。
☆なお、この業務指標は物理的な耐震性能を示すものであり、震災時における浄水処理機能を
表すことでないことに留意する必要がある。

B603
（2208）

ポンプ所耐震施設率

=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

％ 施設課 59.8 59.8 59.8 100
☆耐震化の施されているポンプ所能力（建築物＋ポンプ設備）とは①水道施設耐震工法指針で
定めるレベル２、ランクＡの耐震基準で設計されているもの、または調査の結果この基準を満
たしていると判断されたものを指す。
＊H28年度のポンプ所は29箇所でその能力は52,369ｍ3/日。うち耐震化されているものは保呂羽
浄水場取水ポンプの31,300ｍ3/日である。

B604
（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／配水池総容量×
100

％ 施設課 77.9 77.9 80.9 100
☆耐震化の施されている配水池とは①水道施設耐震工法指針で定めるレベル２、ランクＡの耐
震基準で設計されているもの、または調査の結果この基準を満たしていると判断されたものを
指す。
＊H28年度において、耐震化されている配水池は７池、23,400ｍ3である。
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B605
（2210）

管路の耐震化率

=耐震管延長／管路総延長×100
％ 施設課 6.7 7.2 8.0 100

☆耐震管とは、導・送・配水管における耐震型継手を有するダクタイル鋳鉄管、鋼管及びポリ
エチレン管（高密度）をいう。ダクタイル鋳鉄管の耐震型継手とは、S形、SU形、NS形、US形、
UF形、KF形、KF形、PⅡ形など離脱防止機構付き継手をいう。
＊H28年度の耐震管延長は112,594ｍである。

B606
（新規）

基幹管路の耐震管率
=基幹管路のうち耐震管延長/基幹管路延長×100

％ 施設課 36.9 58.0 61.8 ↑

☆この業務指標は、基幹管路(導・送・配水本管)における耐震管の使用状況を表すものであ
る。基幹管路の備えるべき耐震性能は、水道施設の技術的基準を定める省令で「レベル１地震
動に対して健全な機能を損なわず、かつ、レベル２地震動に対して生ずる損傷が軽微であっ
て、当該管路の機能に重大な影響を及ぼさないこと」とされている。
☆この業務指標の評価に当たっては、全管路を対象としたB605(管路の耐震化率)併せて評価す
ることが望ましい。
☆水道施設の耐震化については、平成20年に水道施設の技術的基準を定めた省令が改正され、
水道施設の備えるべき耐震性能が規定された。
☆水道における震災対策の基本は市民の生命・生活を預かる水の供給であり、応急復旧・応急
給水対策とともに、管路施設の耐震化によってあらかじめ被害低減化対策を講じることが求め
られている。

B606-2
（新規）

基幹管路の耐震適合率

=基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長／基幹管路延長×100

％ 施設課 81.1 87.4 88.5 ↑

☆この業務指標は、基幹管路の耐震適合率を表すもので、B606(基幹管路の耐震化率)に加え、
管路の布設されている地盤条件(良い地盤・悪い地盤)などを勘案して耐震性能が評価された管
種・継手を含めた指標である。業務指標に含まれるこれらの耐震管以外の管種・継手は、耐震
適合性のある管とされているが、東日本大震災においてよい地盤であっても被害が報告されて
いること、布設されている地盤性状を正確に把握することが困難であることなどから、必ずし
もレベル2地震動に対する基幹管路として備えるべき耐震性能を十分満足しないおそれがあり、
耐震管率とは異なることに留意する。
☆「「水道の耐震化計画策定指針」では管路は耐震性の低い管種・継手の管路を耐震性の高い
ものへ更新を検討する」としており、基幹管路の耐震管に当たっては耐震管率のの向上が望ま
しい。その意味で、この業務指標は管路の耐震化計画における現状評価、目標設定などについ
てB606(基幹管路の耐震化率)を補足する指標でもあり併せて分析・評価する必要がある。

B607
（新規）

重要給水施設配水管路の耐震管率
=重要給水施設配水管路のうち耐震管延長/重要給水施設配水管路延
長×100

％ 施設課 5.7 4.7 5.0 100

☆この業指標は、重要給水施設配水管路の耐震管率を示すものである。重要給水施設への配水
管については厚生労働省の「水道耐震化計画策定指針」において基幹管路(導水管、送水管、配
水本管)と同様の耐震性が求められている。
☆厚生労働省が平成25年度に実施した「重要給水施設管路の耐震化に係る調査」では、重要給
水施設への供給管路うち基幹管路(導・送・配水本管)を対象としているが、この業務指標では
配水管(配水支管を含む)のうち供給経路に該当するものを対象としている。
☆厚生労働省では「水道施設の耐震化の計画的実施について」において「災害時に重要な拠点
となる病院、診療所、介護や援助が必要な災害時要援護者の非難拠点など、人命の安全確保を
図るために給水優先度が特に高いものとして地域防災計画などに位置付けられている施設への
配水する管路については、優先的に耐震化を進める」としており「新水道ビジョン」において
も、重要給水施設管路の耐震化を優先して推進することを揚げている。

B607-2
（新規）

重要給水施設配水管路の耐震適合率
=重要給水施設配水管路のうち耐震適合性のある管路延
長　　　/重要給水施設配水管路延長×100

％ 施設課 5.7 4.7 5.0 100

☆厚生労働省が平成25年度に実施した「重要給水施設管路の耐震化に係る調査」では、重要給
水施設への供給管路のうち基幹管路(導・送・配水本管)を対象としているが、この業務指標で
は配水管(配水支管を含む)のうち供給経路に該当するものを対象としている。
☆この業務指標は、重要給水施設配水管路の耐震適合率を表すもので、B607(重要給水施設配水
管路の耐震化率)の耐震管に加え、管路の布設された地盤条件(良い地盤・悪い地盤)などを勘案
して耐震性能が評価された管種・継手を含めた指標である。
☆「水道の耐震化計画等策定指針」では「管路は，耐震性の低い管種・継手の管路を耐震性の
高いものへ更新を検討する」としており、基幹管路の耐震化に当たっては、耐震管率の向上(結
果として耐震適合率が向上)が望ましい。その意味で、この業務指数は，管路を補足する指標で
もあり、併せて分析・評価する必要がある。



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

№ 名称・式 単位 主管 平成26年度 平成27年度 平成28年度
望ましい

傾向
説明（☆印は指標の説明＊印は登米市水道事業の説明である）

B608
（2216）

自家用発電設備容量率

=自家用発電設備容量／当該設備の電力総容量×100
％ 施設課 130.5 130.5 135.7 ↑

☆浄水を供給するために必要な浄水施設、ポンプ施設等に導入されている自家用発電設備の容
量であり、非常時における稼動可能な電気設備の割合を示すものであり、危機対応性を表して
いる。
＊H28年度現在、自家用発電設備を要しているのは保呂羽浄水場<1,000/830>、石越浄水場（中
継ポンプ場を含む）<281/192>、米川水系浄水場<59/29>、米谷水系浄水場〈50/28〉、楼台浄水
場<34/17>、大萱沢浄水場<59/3 >である。  < >内の数値は前が自家用発電設備容量で後が当該
設備の電力総容量である。

B609
（2211）

薬品備蓄日数

=平均薬品貯蔵量／一日平均使用量
日 施設課 51 37 44 －

☆この指標における薬品とは浄水処理用の凝集剤及び塩素剤をいう。
☆この指標は浄水処理が安定して継続できることを表し、凝集剤、塩素剤の備蓄日数の少ない
ほうを備蓄日数とする。
＊H28年度は凝集剤（ポリ塩化アルミニウム）が26.7日、次亜塩素酸ナトリムが65.1日であっ
た。

B610
（2212）

燃料備蓄日数

=平均燃料貯蔵量／一日使用量
日 施設課 1.00 1.00 1.00 ↑ ☆この指標における燃料とは自家発電設備を稼動するための油類をいう。

☆震災等による停電時においても運転を継続できる期間を示す。

B611
（2205）

給水拠点密度

=配水池・緊急貯水槽数/給水区域面積×100
箇所/100km2 施設課 5.2 5.2 5.5 ↑

☆100㎢当りの配水池･緊急貯水槽の数を表し、震災時等における飲料水の確保のしやすさを示
した指標。
＊登米市の給水区域面積はH18年度において360.69㎢、拡張をしたH19年度以降は540.72㎢であ
る。配水池の数は30池であり、一つの配水池では21㎢をカバーしていることとなる。H28年度現
在、登米市において緊急貯水槽は設置されていない。

B612
（2213）

給水車保有度

=給水車数／給水人口
台／1000人 施設課 0.024 0.024 0.025 ↑

☆給水車とは常時待機し、緊急時にはいつでも出動できる水道事業体保有のタンク容量１ｍ３以
上のものをいう。
☆この指標は給水人口1000人当りの給水車保有台数を表す。
＊H28年度現在で2台。H18年度及びH19年度に2㎥の給水車を１台ずつ購入した。



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

№ 名称・式 単位 主管 平成26年度 平成27年度 平成28年度
望ましい

傾向
説明（☆印は指標の説明＊印は登米市水道事業の説明である）

B613
（2215）

車載用給水タンク保有度

=車載用給水タンク総容量／給水人口×1000
m3／1000人 施設課 0.10 0.10 0.10 ↑

☆給水人口1,000人当りの車載用の給水タンク容量である。なお、給水車のタンク容量も含む。
この指標は、緊急時に水道事業体が有効な応急給水活動を実施できるかを示すものである。
＊H28年度現在、2㎥給水車2台に可搬式給水タンク1㎥2台、0.5㎥4台、0.3㎥1台で、合計8.3㎥
である。（ステンレスタンクのみ計上）



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

№ 名称・式 単位 主管 平成26年度 平成27年度 平成28年度
望ましい

傾向
説明（☆印は指標の説明＊印は登米市水道事業の説明である）

Ｃ）健全な事業経営

　　財務

１）健全経営

C101
（3001）

営業収支比率

=営業収益/営業費用×100
％ 管理課 113.59 111.96 104.30 ↑

☆比率が高いほど利益率が良い。100%未満は営業損失が発生していることになる。尚、決算統
計では受託工事収支を除いて算定している。
＊H28年度は前年に比べ、給水収益が減少している半面、減価償却費が前年度よりも増加したた
め数値が低下。

C102
（3002）

経常収支比率

=（営業収益＋営業外収益）/（営業費用+営業外費用）
×100

％ 管理課 115.94 114.12 108.39 ↑
☆営業収支に営業外収支を含めた比率であり、高いほど利益率が良い。100％未満は経常損失が
発生していることになる。
＊H28年度は営業外収益が前年度を下回り、また、収益に長期前受金戻入等が2億6,060万円加
わっており、数値が上昇。

C103
（3003）

総収支比率

=総収益/総費用×100
％ 管理課 98.00 114.16 108.45 ↑

☆比率が高いほど利益率が良い。100％以上であることが望ましい。また、料金算定における資
本維持費相当の利益が確保されていれば、更に望ましい状態である。

＊H28年度は当年度純利益192，837，079円となった。

C104
（3004）

累積欠損金比率

=累積欠損金/（営業収益－受託工事収益）×100
％ 管理課 － － － ↓

☆累積欠損金とは、営業活動の結果生じた欠損金が当該年度で処理できずに、多年度にわたっ
て累積したものである。この比率は経営状況が健全な状態にあるかどうかを累積欠損金の有無
により把握するものである。
＊登米市水道事業では累積欠損金は発生していないので「－」としている。



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

№ 名称・式 単位 主管 平成26年度 平成27年度 平成28年度
望ましい

傾向
説明（☆印は指標の説明＊印は登米市水道事業の説明である）

C105
（3005）

繰入金比率（収益的収入分）

=損益勘定繰入金/収益的収入×100
％ 管理課 1.7 1.8 2.0 ↓

☆この指標は収益的収入として一般会計から繰入れた割合であり、繰入金の依存度を表し、経
営状況の健全性・効率性を示す。
☆この比率は低いことが望ましいが、水道料金で賄うことが適当でない経費に対する繰入れ
（基準内繰入金）は基準通りの繰入が行われなければならない。（繰入が行われないというこ
とは、水道料金で賄うことが適当でない経費も水道料金で賄っていることとなる）
＊H28年度の繰入金49,703千円の内訳は以下のとおりである。

＊(東和)の基準外は簡易水道に係る支払利息である。(横山)(合ノ木・大綱木)の基準外は過疎
債に係る支払利息である。H26年度に移管となった小規模水道施設については維持管理費を一般
会計で負担。減免に対する経費は特別交付税措置された額である。
＊H28年度の登米市一般会計からの繰入金比率2.0%のうち、基準内は1.8%、基準外は0.2%であ
る。
＊H27年度末（統計）の同規模団体Aは、繰入金比率（収益的収入分）2.54%となっている。

C106
（3006）

繰入金比率（資本的収入分）

=資本勘定繰入金/資本的収入×100
％ 管理課 18.5 28.1 24.6 ↓

☆この指標は資本的収入に対する繰入金の依存度を表しており、事業の健全性、効率性を示す
指標のひとつである。建設改良費の財源は水道料金とすることが望ましいので、基本的にはこ
の指標は低いほうが望ましいとされている。
☆資本勘定繰入金は「出資」と「補助」としている。
＊H28年度の繰入金530,250千円の内訳は以下のとおりである。

＊繰入は償還元金分であり、減免に対する経費は特別交付税措置された額である。小規模水道
改良事業については、移管の際、改良が必要だった経費について一般会計で負担したもの。
＊H28年度の登米市一般会計からの繰入金比率24.6%のうち基準内は24.2%、基準外は0.4%であ
る。
＊H27年度(統計）の同規模団体Aでは、繰入金比率（資本的収入分）15.51%である。

基準額 基準外額
　消火栓等に要する経費 25,000 25,000
　公営企業職員に係る児童手当に要する経費 1,952 1,952
　小規模水道施設（合ノ木・大繋木）維持管理に要する経費 3,870 3,870
　統合簡易水道施設（東和）経費 1,804 902 902
　統合簡易水道施設（石越）経費 7,391 7,391
　統合簡易水道施設（横山）経費 4,802 4,793 9
　小規模水道施設（合ノ木・大繋木）経費 35 35
　東日本大震災に係る手数料等減免に対する経費 280 280
　経営戦略の策定に要する経費 4,569 4,569

計 49,703 44,607 5,096

繰入額項　　　目

単位：千円

基準額 基準外額
　統合簡易水道施設（東和）経費 5,568 2,784 2,784
　統合簡易水道施設（石越）経費 19,785 19,785
　統合簡易水道施設（横山）経費 15,982 15,401 581
　小規模水道施設（合ノ木・大繋木）経費 3,567 3,567
　災害対策（緊急時用連絡管整備）事業の出資 63,900 63,900
　災害対策（緊急遮断弁整備）事業の出資 10,800 10,800
　災害対策（取水施設整備）事業の出資 246,300 246,300
　災害対策（配水地築造）事業の出資（平成27年度繰越分） 11,500 11,500
　災害対策（配水地築造）事業の出資 152,200 152,200
　東日本大震災に係るか入金等減免に対する経費 648 648

計 530,250 522,670 7,580

単位：千円

項　　　目 繰入額



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

№ 名称・式 単位 主管 平成26年度 平成27年度 平成28年度
望ましい

傾向
説明（☆印は指標の説明＊印は登米市水道事業の説明である）

C107
（3007）

職員一人当たり給水収益

=給水収益/損益勘定所属職員数×1000
千円/人 管理課 91,673 91,673 91,673 ↑

☆損益勘定所属職員一人当りの生産性を表し、数値が高いほど生産性が高いといえるが、水道
料金が高い場合、あるいは受水団体で浄水関係職員がいない場合などこの数値は高くなるの
で、他の指標とあわせて分析することが望ましい。
＊H27年度の同規模団体Ａでは64，624千円であり、単純に比較すると、登米市の生産性は高い
ということになる。登米市の場合、水道料金が高いということも、この数値の高さに影響して
いる。

C108
（3008）

給水収益に対する職員給与費の割合

=職員給与費/給水収益×100
％ 管理課 8.8 8.9 8.9 ↓

☆事業の生産性及び効率性を分析するための指標であり、固定的経費の割合を示すものでもあ
る。他の指標とともに職員数の妥当性等を検討する際に使用することができる。尚、職員給与
費は児童及び子ども手当、通勤手当の消費税、退職手当組合負担金を除いたものである。

C109
（3009）

給水収益に対する企業債利息の割合

=企業債利息/給水収益×100
％ 管理課 12.0 11.5 11.2 ↓

☆事業の効率性及び財務安全性を分析するための指標であり、支払利息が事業規模に適正かど
うかを判断する指標でもある。この比率は低いほど良いが、水道事業は企業債を借入資本金と
して仕訳していることから、この割合は高くなる傾向にある。しかし、この割合が高ければ固
定的経費が高いこととなり、財政状態の流動性が失われていることになる。
＊H27年度の同規模団体Aでは8.9%であり、2.3ポイント上回っている。登米市の水道料金は高く
給水収益が多いにもかかわらずこの割合が大きいのは、企業債を主財源として建設改良を行わ
なければならなかったこれまでの経営の経緯が反映されていると言える。

C110
（3010）

給水収益に対する減価償却費の割合

=減価償却費/給水収益×100
％ 管理課 45.2 45.8 48.7 ↓

☆事業の効率性及び財務安全性を分析するための指標である。
☆この比率は低いほど良いが、水道事業は装置産業といわれるほど固定資産の割合が大きいの
で、この割合は高くなる傾向にある。しかし、この割合は企業債利息と同様に高ければ固定的
経費が高いことになり、財政状態の流動性が失われていることとなるので、(C109)企業債利息
割合と合わせて検討することが必要である。
＊毎年建設改良により資産が増大していることから、減価償却費の割合は増加している。減価
償却費が増加すれば内部留保資金も増加するので、一概に減価償却費の増加が経営の悪化を招
くとは言えないが、この割合を考慮しながら資産の管理（施設の統廃合による除却、管路の除
却等）の措置を検討する必要がある。
＊H27年度の同規模団体Aでは44.0%であり、4.7ﾎﾟｲﾝﾄ上回っている。これは同規模団体に比して
給水区域が広いので施設の数が多く、管路延長が長いので固定資産額が大きくなり、そのため
減価償却費が多いためである。

C111
（3011）

給水収益に対する企業債償還金の割合

=企業債償還金/給水収益×100
％ 管理課 25.3 26.5 27.9 ↓

☆企業債償還元金が経営に与える影響を分析するための指標である。企業債償還元金は水道料
金算定の総括原価には含まれていないが、資金収支に与える影響は大きい。支払元金が事業規
模に適正かどうかを判断する指標でもある。
＊H27年度の同規模団体Aでは24.5%である。(C109)給水収益に対する企業債利息の場合で述べた
とおり企業債を主財源として建設改良を行ってきたことから、この割合も大きい。また、
(C110)給水収益に対する減価償却費の割合で述べたとおり広い給水区域をカバーするため管路
延長を長くしなければならないことから、建設改良費が同規模団体より多く、その財源として
の企業債が多いということもこのポイントが大きい要因にあげられる。



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

№ 名称・式 単位 主管 平成26年度 平成27年度 平成28年度
望ましい

傾向
説明（☆印は指標の説明＊印は登米市水道事業の説明である）

C112
（3012）

給水収益に対する企業債残高の割合

=企業債残高/給水収益×100
％ 管理課 521.7 549.1 582.5 ↓

☆企業債残高（借入資本金）の規模と経営への影響を分析(企業債が過大かどうか）するための
指標である。企業債を全額償還するために給水収益を何年間投じればいいのかを表してもい
る。（100％で1年となる）
＊H28年度現在、企業債残高は12,220,015千円となっている。
＊H27年度の同規模団体Ｂでは314.6%であり、268ポイント上回っている。(C109)給水収益に対
する企業債利息の割合、(C110)給水収益に対する減価償却費費の割合、(C111)給水収益に対す
る建設改良のための企業債償還元金の割合で述べたとおり、固定資産を多く必要とする地域環
境とその財源を企業債に依存しなければならなかった経営環境が、このポイントを高くしてい
る要因である。

C113
（3013）

料金回収率

=供給単価/給水原価×100
％ 管理課 110.3 109.8 102.7 ↑

☆供給単価と給水原価の関係を表し、事業の健全性を示す指標の一つである。給水に要する費
用が給水収益でどの程度回収されているか(給水収益への依存度）を示す。
＊H28年度は100%を上回り、給水に要する費用が給水収益で賄えていないことを示している。
＊H27年度の同規模団体Ａでは105.3%であり、5.5ﾎﾟｲﾝﾄ下回っている。

C114
（3014）

供給単価

=給水収益/有収水量
円･銭 管理課 261.75 263.86 266.23 ↑

☆有収水量１㎥あたりについてどれだけの収益を得ているかを表す。料金算定にあったっての
総括原価に対応し、総括原価相当分の供給単価を維持することが望ましい。
＊H27年度の同規模団体Aでは172円68銭であるので、登米市の水道料金が高いことがわかる。
＊水道料金が高い主な原因として次の3点をあげることができる。
①水道水として安全な水質で安定して供給できる水源が少ないこと。
　（地域・集落単位で良質な水源が存在すると施設整備費用が少なくてすむ）
②給水区域が広く集落が点在しているため、管路や配水池、ポンプ設備等を多く設置しなけれ
ばならず、しかもその使用効率が悪いこと。
③創設事業にあたっての自己資本が少なく企業債により施設の整備を行わなければならなかっ
たこと。

C115
（3015）

給水原価

={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）}/有収水量

円･銭 管理課 237.39 240.37 259.15 ↓

☆有収水量１㎥あたりについてどれだけの費用がかかっているかを表す。
☆水道料金算定の基礎となる「総括原価」はこの給水原価を基礎として、費用を賄うことがで
きる他の収入（手数料、一般会計繰入金<消火栓等維持管理負担金、企業債利息軽減にかかる繰
出金等）を減じ、資産維持費を加えたものである。
＊H27年度の同規模団体Aでは160円95銭であるので、登米市の給水原価が高いことがわかる。
＊H28年度の給水原価中の資本費（減価償却費・支払利息）が159円51銭（62%）人件費が26円93
銭（18%）で固定的経費が約70%を占めている。この固定的経費をどのように削減していくかが
登米市水道事業の大きな課題となっている。

C116
（3016）

１ヶ月当りの家庭用料金（１０ｍ
３
）

・小口径１０ｍ３使用料金
（用途別水道料金にあっては家庭用料金）

円 管理課 2,736 2,736 2,736 ↓

☆需要者の経済的負担を示す指標のひとつ。
＊H28年度.4.1現在の登米市の順位は、全国では第31位、宮城県では第４位である。
＊H28年度.4.1現在の全国平均は1,540円である。最高は群馬県長野原町3,510円、最低は兵庫県
赤穂市367円である。また、人口5～10万人未満の団体では最高が福島県伊達市3,078円、最低は
兵庫県高砂市572円となっている。登米市は伊達市に続いて第2位の高額料金である。県平均で
みると、全国第１位が青森県2,174.4円、第２位が山形県2,145.2円、第３位が宮城県2,107.3
円、そして第４位が北海道2,118.3円であり、北海道・東北地方の水道料金が高い傾向にあるの
がわかる。



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

№ 名称・式 単位 主管 平成26年度 平成27年度 平成28年度
望ましい

傾向
説明（☆印は指標の説明＊印は登米市水道事業の説明である）

C117
（3017）

１ヶ月当りの家庭用料金（２０ｍ
３
）

・小口径２０ｍ３使用料金
（用途別水道料金にあっては家庭用料金）

円 管理課 5,256 5,256 5,256 ↓
☆需要者の経済的負担を示す指標のひとつ
＊H28年度.4.1現在の全国平均は3,215.3円、最高は北海道夕張市6,841円、最低は兵庫県赤穂市
853円である。また、人口5～10万人未満の団体では最高が登米市で5,256円、最低が兵庫県高砂
市1,436円である。

C118
（3022）

流動比率

=流動資産/流動負債×100
％ 管理課 275.1 236.4 310.3 ↑

☆流動資産は現金預金と１年以内に現金化される債権をいい、流動負債とは１年以内に償還し
なければならない短期の債務をいい、流動比率とは短期債務に対する支払い能力を表し、事業
の財務安全性をみる指標である。流動資産が流動負債を上回る額が内部留保資金であることか
ら、この比率が大きいほど建設改良事業の財源を確保していることにもなる。この比率が100%
を下回ると、不良債務が発生していることとなる。
＊H28年度では310.3%である。これは100円の債務に対して約310円の債権を有しているというこ
とである。
＊H27年度の同規模団体Ａでは284.9であった。

C119
（3023）

自己資本構成比率

=（資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益）/総資本
×100

％ 管理課 55.00 55.05 56.29 ↑

☆総資本（負債＋資本）に占める自己資本の割合を表しており、長期的な財務健全性を示す指
標である。水道事業は施設の建設費の多くの部分を企業債によって調達していることからこの
指標値が低くなる傾向があるが、長期的安定化をはかるためには、自己資本の造成によってこ
の比率を高めていくことが必要である。
＊H28年度では56.29%と、前年より0.24ポイント上昇した。
＊自己資本の内訳で、純然たる自己資本（固有資本金と水道料金（利益）で造成した組入資本
金）は総資本のうち僅か約13%しかなく、登米市水道事業は借入金と他会計からの補助金や負担
金などで資産を造成していることになり、この意味では水道料金はまだ低いものであると言え
る。

C120
（3024）

固定比率

=固定資産/(資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益）
×100

％ 管理課 160.84 158.36 157.80 ↓
☆自己資本がどの程度固定資産に投下されているかをみる指標である。一般に100%以下であれ
ば、固定資産への投資が自己資本の枠内に収まっていることになり、財務面で安定的といえ
る。一方、100%を超えていればその分は借入金で設備投資をしていることになる。水道事業の
場合は企業債への依存が高いため、必然的にこの指標は高くなる。
＊登米市の企業債依存は各種指標からも明らかであり、この比率も高いものとなっている。

C121
（3025）

企業債償還元金対減価償却費比率

=企業債償還元金/当年度減価償却費×100
％ 管理課 56.0 57.8 57.3 ↓

☆この指標は、投下資本の回収と再投資との間のバランスをみる指標である。この指標が100％
を超えると再投資を行うにあたって企業債等の外部資金に頼らざるを得なくなるため、100％以
下であると財務的に安全である。企業債償還金を減価償却費相当分で全額を充当できない場
合、不足分はその他の補てん財源で充当していることになり、それでも不足する場合は、いわ
ば借金返済の不足分を借入でまかなっていることになり、財務的に不適切な状態であると言え
る。
H28年度は57.3％と昨年と比較し0.5ポイント上昇した。
＊H27年度の同規模団体Ａでは72.9％となっている。他団体と比較し15.6ポイント下回っている
が、これは減価償却対象の固定資産が大きいことの表れでもある。



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

№ 名称・式 単位 主管 平成26年度 平成27年度 平成28年度
望ましい

傾向
説明（☆印は指標の説明＊印は登米市水道事業の説明である）

C122
（3026）

固定資産回転率

=（営業収益－受託工事収益）/{(期首固定資産＋期末
固定資産）/２}

回 管理課 0.092 0.090 0.084 ↑

☆受託工事を除いた営業収益の固定資産額に対する割合を回数で示したもので、１年間に固定
資産額の何倍の営業収益があったかを示すものである。回転率が高い場合は、施設が有効に稼
動し、固定資産として投下された資本が有効に活用されていることを示し、低い場合は一般に
過大投資となっており、投下資本が有効活用されていないとみることができる。水道事業は数
値が低く0.2回を下回ることが多い。
＊H28年度は前年度から0.006ポイント下回った。
＊H27年度の同規模団体Ａでは0.093であり、登米市とほぼ同程度である。

C123
（3027）

固定資産使用効率

=（配水量/有形固定資産）×10000
m3／10000円 管理課 4.2 3.8 3.6 ↑

☆年間総配水量の有形固定資産に対する値であり、この値が大きいほど施設が効率的であるこ
とを意味し、数値が低い場合は資産の効率的活用についての検討を要する。一般に受水のみを
利用する団体は取水・浄水施設を有しないためこの指標が高くなる。
＊H27年度の同規模団体Ａでは6.2%であり、登米市では2.6ポイント下回っている。これは給水
区域面性が広く需要家が点在していることから、施設が多く管路延長が長いため固定資産額が
多くなっていることが要因と考えられる。

C124
（3109）

職員一人当たり配水量

=年間配水量/全職員数
m3／人 管理課 359,222 339,643 349,963 ↑

☆水道サービス全般の効率性を示す指標のひとつで、数値が高いほうが事業効率が良いといえ
る。

C125
（5005）

料金請求誤り割合

=（誤料金請求件数／料金請求総件数）×1000
件/1000件 業務課 0.3 0.1 0.1 ↓

☆誤料金請求件数とは「料金請求額の間違い」「請求先の間違い」など料金請求に係る一切の
誤りをいう。
＊H28度の件数は39件である。

C126
（5006）

料金未納率

=年度末未納料金総額/総料金収入額×100
％ 業務課 8.2 8.3 8.4 ↓

☆当該年度の水道料金に対する未納率をいう。従って3月分水道料金は全額未納となっている。
この指標を経年的に比較することによって、ｌ料金滞納の度合いをみる指標のひとつとして利
用する。
＊H28年度の、未納料金は(C126)年度末未納料金総額の1億8,952万円である。



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

№ 名称・式 単位 主管 平成26年度 平成27年度 平成28年度
望ましい

傾向
説明（☆印は指標の説明＊印は登米市水道事業の説明である）

C126②
（5006②）

年度末未納料金総額

#年度末におけるその年度の未納水道料金
千円 業務課 186,310 189,517 183,526 ↓

＊H28年度に調定を行なった水道料金の未納額である。うち、3月分が171,646千円であり、これ
を除いた実質の未納額は11,880千円となる。
＊H28年度末の過年度未収金は、前年度末4,13千円に対し3,948千円で約5％減少している。

C127
（5007）

給水停止割合

=給水停止件数／給水件数×1000
件/1000件 業務課 3.3 3.5 9.2 ↓

☆給水停止件数とは、水道料金の未納を理由として給水停止した年間の件数をいう。給水停止
は法的根拠に基づいて行われるので、正確性・厳密性が重要である。健全な水道事業の運営
上、水道料金の回収は重要である。一部の支払いが滞っている需要家を放置することは、大部
分の期限内納入をしている需要家との公平性を失することとなる。この指標を経年的に比較す
ることによって料金滞納の度合いをみる指標のひとつとして利用する。
＊H28年度の給水停止件数は279件で前年度より172件増加している。



登米市水道事業業務指標（ＰＩ）
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

№ 名称・式 単位 主管 平成26年度 平成27年度 平成28年度
望ましい

傾向
説明（☆印は指標の説明＊印は登米市水道事業の説明である）

　　組織・人材

２)　人材・育成

C201
（3101）

職員資格取得度

=職員が取得している法定資格取得数/全職員数
件／人 管理課 1.4 1.3 1.6 ↑

☆法定資格とは、水道維持管理指針の法定資格者一覧表に記載されている水道事業を遂行する
上で必要と考えられる資格である。技術の継承、専門知識を有する水道技術者の確保、育成を
行う上での目安となる。
＊平成16年度以降の法定資格取得数は、70→69→62→56→51→49→49→49→44→45→39→37と
減少傾向にある。これは職員数が減少していることもあるが、一般行政部局との人事交流によ
り有資格者が異動していることも要因の一つである。

C202
（3103）

外部研修時間

=職員が外部研修を受けた時間・人数/全職員数
時間 管理課 12.3 7.9 11.3 ↑

☆人材育成に対する人的投資の度合いを示す指標。外部研修とは水道事業体が行う研修以外
の、職務として参加する研修であり、市長部局が行なう研修も含める。
＊水道事業に関する研修は可能な限り受講させ水道職員としての資質の向上を計っている。ま
た、地方公務員として必要な知識の取得等についても市長部局で行なう研修を始め可能な限り
派遣することとしている。

C203
（3104）

内部研修時間

=職員が内部研修を受けた時間・人数/全職員数
時間 管理課 5.7 8.5 16.5 ↑

☆水道事業体が独自に行う研修。
＊研修内容は水道事業経営に関することや、水質に関すること、水道施設に関することなどで
ある。

C204
（3105）

技術職員率

=技術職員総数/全職員数×100
％ 管理課 50.0 48.3 53.6 －

☆技術職員とは水道施設の物理的維持管理、施設計画及び建設などに携わる職員で水道事業体
が定める者をいう。水道技術の承継の必要性がいわれているが、この率が低くなることは水道
事業体としての直営での施設の維持管理等が難しくなることにつながる。
＊登米市水道事業における技術職員は技師・技術主査・技術主幹・技術副参事の職名を持つ職
員としており、職員数28名中15名が技術職員である。

C205
（3106）

水道業務経験年数度

=全職員の水道業務経験年数/全職員数
年／人 管理課 21 21 23 －

☆人的資源としての専門技術の蓄積を示す指標である。
＊平成17年の合併以降、水道技術の経験の長い職員の退職と一般行政部局との人事交流があり
経験年数は減少している。
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C206
（6001）

国際技術等協力度

=人的技術等協力者数×滞在週数
人・週 管理課 0.0 0.0 0.0 ↑

☆年間の水道技術及びそれに関連する事務、経営管理等の業務に関し協力を行うために派遣さ
れた人数と滞在週。
＊「0」である。

C207
（6101）

国際交流数

=年間人的交流件数
件 管理課 0.0 0.0 0.0 ↑

☆年間の水道技術及びそれに関連する事務、経営管理等の業務に関し協力を行うために派遣さ
れた人数。
＊「0」である。

３)　業務委託

C301
（5008）

検針委託率

=委託した水道メータ数/水道メータ数×100
％ 業務課 100.0 100.0 100.0 －

☆水道メータ検針を業者に委託した割合である。水道メータ検針は、民間委託の典型的な例で
ある。
＊登米市では創設から全て民間委託を行っている。

C302
（5009）

浄水場第三者委託率

=第三者委託した浄水場能力／全浄水場能力×100
％ 施設課 0.0 0.0 0.0 － ☆年度当初の法に基づき第三者委託している浄水場の能力。

＊登米市ではまだ第三者委託を実施していないことから「0」となっている。
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お客さまとのコミュニケーション

４)　情報提供

C401
（3201）

水道事業に係る情報の提供度

=広報誌配布部数／給水件数
部/件 管理課 1.0 0.1 0.1 ↑

☆水道事業体が広報を目的として配布したパンフレット、ニュース、ポスター等の総部数をい
う。
＊H17年度の合併以降、水道事業の広報は市の広報誌及びホームページにより行っているが、浄
水場視察、見学者用などとして、パンフレットを作成配布している。また、登米市コミュニ
ティーＦＭ（H@!FM）を通し年８回水道事業について情報発信をしている。
＊H28年度は浄水場見学児童にパンフレットを1,000部、一般用500部配布した。

C402
（新規）

インターネットによる情報の提供度
=ウェブページへの掲載回数

回 管理課 296 253 273 ↑

☆この業務指標はインターネット(ウェブページ)での水道事業の情報提供を示すもので、お客
さまに対する事業への理解促進、透明性の確保などを目的として行っている広報の活動状況を
示す指標である。
☆水道事業体として独自にホームページを開設していない小規模水道事業体を考慮し、地方公
共団体のホームページの利用についても掲載回数に加えることとした。
☆インターネットでの情報発信は、必ずしも給水区域を対象としたものではないが、広く迅速
な情報発信が可能なことから広報として有力な手段となる。
☆掲載回数ではなく、アクセス数を変数とすることで閲覧状況を把握することができるが、水
道事業体によってはアクセス数を把握することが困難な場合があるため、この業務指標では掲
載回数とした。今後人口減少によって事業の状況などを広報していくことは重要な取り組みと
いえる。

C403
（3204）

水道施設見学者割合

=見学者数/給水人口×1000
人/1000人 施設課 9.3 7.9 9.8 ↑ ☆水道施設見学者数は水道に係る施設を見学した年間の人数である。

＊H28年度は791名の見学者があった。
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５)　意見収集

C501
（3202）

モニタ割合

=モニタ人数／給水人口×1000
人/1000人 管理課 0.2 0.2 0.2 ↑

☆モニタとは、消費者に水道事業の現状を知らせることにより、意見・提言を受け、より良い
水道事業経営を目指すことを目的とした制度の中で、ある一定期間任命された消費者のことで
ある。
この指標は、消費者との双方向コミュニケーションを推進している度合いを示すものである。
＊H18年度より水道モニタ制度を開始し、H28年度は20名の水道モニタにより活動行った。指標
は1,000人に対して0.2人なので、5,000人に対して1人の割合でモニタがいることとなる。

C502
（3203）

アンケート情報収集割合

=アンケート回答人数／給水人口×1000
人/1000人 管理課 2.3 2.3 2.4 －

☆水道事業に関するアンケート調査に回答した消費者の年間の総数で、消費者のニーズの収集
実行度を示すものである。
＊H28年度は水道モニタを通じて行なったアンケートで、196名から回答があった。このアン
ケート結果については市の広報誌を通じて主なものを公表している。

C503
（3112）

直接飲用率

=直接飲用回答数／直接飲用アンケート回答×100
％ 管理課 62.6 55.5 62.6 ↑

☆100名以上のアンケートにより水道水の直接飲用について問うものである。直接飲用率が高い
ほど、水道水の「飲み水」としての評価が高いということになる。
＊H28年度の需要家アンケートを実施した。230名中144名が直接飲んでいると回答している。

C504
（3205）

水道サービスに対する苦情割合

=水道サービス苦情件数／給水件数×1000
件/1000件 全課 4.4 2.4 0.8 ↓

☆苦情とは、消費者が期待した水道サービスとの相違点など、消費者が水道事業者に対して持
つ不満のうち、窓口に直接来訪、電話、文書、メール等によって水道事業体に伝えられ、文書
として年間に記録されたものをいう。
＊H28年度は前年度に比べて苦情が少なかった。

C505
（3206）

水質に対する苦情割合

=水質苦情件数／給水件数×1000
件/1000件 施設課 2.48 0.16 0.26 ↓ ☆苦情のうち水質に関するもの。

＊H28年度は4件の苦情があった。
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C506
（3207）

水道料金に対する苦情割合

=水道料金苦情件数／給水件数×1000
件/1000件 業務課 1.6 0.1 0.1 ↓

☆苦情のうち料金に関するもの。
☆水道料金に関するものは水道料金制度等に関するものと調定収納に関するものがある。
＊H20年度より統計を開始し、平成28年度は3件の苦情があった。

注１．本表は上水道事業の数値である。従って平成18年度までの数値には「横山簡易水道事業」の数値は含まれていない。

注２．「－」は該当しない項目である。

注３．「※」は統計数値（データ）のない項目である。

注４．全国同規模団体Ａ：給水人口５万人以上１０万人未満の末端給水事業で、表流水を主とするもので有収水量密度が全国平均未満の１６団体の平均値であること。

注５．全国同規模団体Ｂ：給水人口５万人以上１０万人未満の末端給水事業２２１団体の平均値であること。


