
さらなる水道事業への貢献
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　我が国の水道事業は、給水人口や料金収入の減少、水道施設の更新需要の増大、東日本

大震災を踏まえた強靭さの抜本的見直し、財政状況の悪化等、非常に厳しい事業環境の変

化に直面しています。また、広域化連携、官民連携、多様化する需要者ニーズへの的確な対

応等、取り組むべき課題は山積しています。

　これらの状況の中、弊社は「今後の水道事業にどのように貢献するのか？」をテーマに、

時代のニーズを踏まえた経営、官民連携、防災、環境等の技術開発を推進しています。そし

て、それらを総合的に推進するアセットマネジメントへの取り組みを提案しています。

　さらなる水道事業への貢献のために、お客様が何を求め、私たちが何を提供できるの

かを常に考え、昭和22年の創業以来、70年の永きにわたる経験と豊富な実績に基づく技

術とサービスを提供し、新たなニーズに応えます。

さらなる水道事業への貢献

経  営
Financial Soundness

持続可能な水道事業経営に
向けた財政健全化の

実現

環  境
Global Environment

環境保全に貢献する
次世代の水道事業

防  災
Disaster Management

耐震化計画や災害時の
事業継続の支援

アセットマネジメント
Asset Management

次世代へつなぐ
持続可能な水道事業の

構築

官民連携
Public Private Partnership

官民連携の
取り組みに対する

事業運営支援
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アセットマネジメントの促進による次世代へつなぐ
持続可能な水道事業の構築を目指して

Asset Management

アセットマネジメント

「ISO55001」の認証企業として、水道事業のアセットマネジメントを支援
水道事業は、人口減少に伴い、規模の大小を問わず、給水人口や料
金収入の減少、水道施設の更新需要の増大、東日本大震災を踏まえた

「強靭」さの抜本的見直し等、非常に厳しい事業環境の変化に直面し
ています。「水道サービスの持続性」「安全な水の供給」「危機管理への
対応」などの観点から課題を解決すべく、アセットマネジメントの取り
組みを提案しています。
弊社は、アセットマネジメントの国際規格である「ISO55001」の
認証企業として、顧客のアセットマネジメントを支援する取り組み
を実施しています。弊社のアセットマネジメントシステムの活動は、

「ISO55001」の規格を以下の事業活動に変換し、アセットマネジメ

ントを実現するための役割を担っています。具体的なプロジェクト活
動は、「ISO55001」の規格に準じて策定した「アセットマネジメント
実施要領」により実施しています。

①顧客の要求に応じたライフサイクルコスト提案、コスト削減活動
②快適な水環境の維持のための施設能力、設備保全、予防等の改

善提案
③アセットマネジメントを踏まえた事業経営戦略の立案、財政懸

念への支援活動　等
プロジェクト活動における水道のアセットマネジメントへの貢献のみな
らず、自治体、団体における「ISO55001」認証取得も支援いたします。

「ISO55001」の認証企業として顧客のアセットマネジメントを支援

アセットマネジメントの導入
●アセットマネジメント概念図

アセットマネジメント導入による事業経営の健全化
中長期的なアプローチで、ミクロマネジメント、マクロマネジメントの
観点から、実現可能な目標耐用年数に基づく施設更新や財政収支の
均衡を図るアセットマネジメントの導入を支援します。

持続可能な水道事業ビジョンの策定

水道の理想像・重点的な実現方策の設定
今後50年後、100年後の理想像を設定し、内部方策、連携方策、新たな
発想で取り組むべき方策の観点より重点的な実現方策を提案します。

財政収支の見通しと水道事業ビジョンの策定
中長期財政収支計画により財政収支の見通しを提案します。また、
ユーザーが分かりやすい地域水道事業ビジョンの策定を支援します。

弊社は、持続可能な水道を実現することを目的に、大阪府大東市、新潟県
見附市、石川県加賀市、富山県南砺市、岐阜県瑞浪市等でアセットマネジ
メント調査を行い、施設の健全度評価や適正な更新計画の策定、財政健
全化を検討しました。

弊社は、安全・強靭・持続の観点から現状分析、課題抽出を行い、将来の
目標像及び重点的な実現方策を検討し、三重県伊勢市、石川県小松市、
野々市市、富山県砺波広域圏事務組合、岐阜県土岐市、郡上市で水道事
業ビジョンを策定しました。

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

　●LCC評価
●調査・点検計画

●保全計画　●健全度評価
●異常傾向分析

ミクロマネジメント
（個別施設管理）

　　●更新需要予測
　●優先度評価に基づく更新計画
●投資の平準化計画

マクロマネジメント
（施設全体管理）

●資産評価●中長期財政計画

財 政 管 理
（財政健全化）

中長期的
見通しによる
バランス

優先評価
による配分

●現行ビジョンのレビュー

●水需要予測

●内部環境・外部環境の変化の把握

●「安全」「強靭」「持続」の観点から
　現状分析・課題抽出

１．水道事業の再評価・現状分析・課題抽出

２．将来の目標像・取り組みの目指すべき方向性

３．重点的な実現方策

水道事業ビジョンの作成

●関係者の内部方策

●関係者間の連携方策

●新たな発想で取り組むべき方策

●関係者の役割分担

全ての国民が、いつでもどこでも、水をおいしく飲める水道安全

給水人口や給水量が減少した状況においても、健全かつ安定的な
事業運営が可能な水道持続

自然災害等による被災を最小限にとどめ、
被災した場合であっても、迅速に復旧できるしなやかな水道強靭

現状 課題
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持続可能な水道事業運営に向けた　
財務経営の健全化を目指して

Financial Soundness

経　営

資産評価と企業会計への移行

財政健全化、料金適正化

広域連携の推進

●固定資産整理のフロー

●財政シミュレーションフロー

固定資産評価
経営状況や資産状況を整理把握し、固定資産算定基準を明確にし、事
業の資産額を評価・算定します。

企業会計移行支援
関係部局との調整、財務適用の検討、条例や規則等の制定・改正検討
等、企業会計への移行を支援します。

財政シミュレーションによる財政健全化
料金回収率や自己資本構成比率、内部留保資金等の財政健全化目標
に基づいた財政シミュレーションを行い、中長期財政健全化計画の策
定を支援します。

施設統合による合理化の推進
少子高齢化による給水人口及び給水量の減少や市町村合併等の社会
情勢変化に応じて、水道施設の統廃合計画（ソフト・ハード）による事
業の合理化を提案します。

料金適正化（料金改定支援）
適正な料金算定期間のもと、総括原価の算出を前提に、固定変動費割
合や口径別水量構成比率等、事業の給水特性を考慮し、適正な基本料
金、従量料金を提案します。

発展的広域化による事業効率化
事業統合の他、経営、管理の一体化、施設共同化、事業共通化の概念を
取り入れ、形態にとらわれない多様な広域連携を検討し、事業の効率
化・最適化を提案します。

弊社は、岐阜県中津川市、郡上市、長野県駒ケ根市、松本市等で簡易水道
の固定資産を整理し、企業会計移行に向けた支援を行いました。

弊社は、石川県加賀市、かほく市、富山県南砺市、新潟県見附市、聖籠町、
岐阜県飛騨市、中津川市、三重県津市、伊勢市等で財政シミュレーション
を行い、料金適正化を含めた財政健全化計画を策定しました。

弊社は、大阪広域水道企業団と泉南市・阪南市・豊能町・能勢町・忠岡
町・田尻町・岬町との垂直統合型広域連携の有効性について検討しまし
た。また、新潟県長岡市、見附市、小千谷市の３市水道事業における広域
化の有効性について検討しました。

●広域連携の形態

地方公営企業法適用のメリット

1.料金体系の適正化
2.経営状況の明確化

住民サービス
向上

1.自立的経営
2.弾力的経営

経営の効率化

1.計画的経営
2.職員の経営意識向上

財政の健全化

個別固定資産の計算、減価償却額、残存価格の算定
水道事業全体の固定資産台帳作成

資産データの計算（個別・総括）

関連資料からの取得価格の整理と算定
取得価格整理・算定

地方公営企業法に基づく耐用年数の設定
取得年月日（竣工年度）に基づくデフレータ値の設定

耐用年数・デフレータ値設定

工事名、施工業者、取得年月日（竣工年度）の整理
工事名・取得年月日の整理

施設の規模、容量、構造、管路の材質、継手、
口径、延長の整理

規模・容量の整理

事業計画値

●計画目標年次 ●計画給水人口
●計画給水量 等

施設運用計画

●取水計画 ●導水計画 ●浄水計画 ●送水計画
●配水計画 ●給水計画 ●人員配置計画 等

事業運用費用計画

●人件費 ●受託工事費 ●動力費 ●薬品費
●事務費 ●起債償還費・受水費 ●減価償却費
●受託工事費 等

施設建設計画

アセットマネジメントの導入

地方公営企業会計制度の見直し

業務指標（ＰＩ）

民間委託の検討

●段階的建設計画 ●建設財源計画 等

経常収支計画

●資本的収支明細書 ●収益的収支明細書
●固定資産明細書 等

料金算定

●分解原価計算書 ●配賦原価計算書 等

財政状態推移計画

業務指標（財務比率）の目標値（総資本利益率、流動比率、自己資本比率 等）

事業会計シミュレート

●損益計算書 ●剰余金計算書
●剰余金処分計算書 ●貸借対照表 等

経営診断

Ｓｔｅｐ 5

Ｓｔｅｐ 4

Ｓｔｅｐ 3

Ｓｔｅｐ 2

Ｓｔｅｐ 1

●財務比較計算表 等

小千谷市水道事業

見附市水道事業

長岡市水道事業

事業
統合

経営の一体化

管理の一体化

施設の共同化
（浄水場、水質試験センター・緊急時連絡管等）

従来までの水道
広域化のイメージ

イメージ（概念）
を広げた
水道広域化
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官民連携による
効率的かつ効果的な事業運営を目指して

Public Private Partnership

官民連携

官民連携手法の導入支援（ＦＳ）
●民間活用に係る連携形態と関係図

●浄水場更新設計・施工・維持・運営事業（DBO）取組事例

●コンセッションスキーム

導入可能性の調査・検討（ＦＳ）
第三者・包括委託、DB、DBO、コンセッションといった民間活用事業
の導入に向け、事業スキームの検討や民間事業者の意向調査、VFM・
スケジュールの検討等による導入可能性調査を行い、地域や水道事
業体の特性に見合った官民連携形態を提案します。

水道施設DBO・PFI事業
当社の技術やノウハウ、人材、資金を活用し、施設整備に伴う調査、建
設並びに運転管理、修繕、更新等の業務を包括的に実施し、事業運営
を支援します。

水道事業運営権取得（コンセッション）
当社が民間事業者となり、自治体より運営権の譲渡を受け事業運営
に必要な全ての業務を自治体に代わり実施し、持続且つ健全な事業
運営を支援します。

弊社は、民間の技術・ノウハウを活かした連携を推進するため、神奈川県
小田原市、石川県小松市、岐阜県山県市、新潟県見附市等で官民連携手
法の導入支援を行いました。

弊社は、特定建設工事共同企業体により、砺波広域圏事務組合が発注す
る松島浄水場更新設計・施工一括発注事業（DB）、見附市が発注する青
木浄水場更新設計・施工・維持・運営事業（DBO）を受注しました。

官民連携プロジェクトの取り組みによる事業運営支援

※出展「民間活用を含む水道事業の連携形態に係る比較検討の手引き」を引用

連携形態
業務内容 個別委託

個別業務の
部分的な委託

第三者委託 DBO PFI 完全民営化コンセッション

経営・計画

管 理

営 業

設計・建設

維持管理

水道の管理に
関する技術上の
業務

民間活力

活用の流れ

●VFM、Value for Money　概念図アドバイザリー業務
自治体が求める事業対象の施設性能や要件、仕様、委託料、運用等の
責任分担などを定め、入札公告資料及び契約書案の作成や事業者選
定基準、事業者選定を支援（アドバイス）します。

弊社は、公共側の持つ能力に応じた適切な連携形態を推進するため、新
潟県見附市で浄水場の運転管理業務委託の発注支援を行いました。ま
た、大阪広域水道企業団が発注する設計・施工一括発注方式による管路
等整備事業基本設計委託（河南連絡管ほか・富田林市ほか）を受注しま
した。

民間活用における事業者選定支援（アドバイザリー）

●公共負担コストの低減
●サービス水準の向上

リスク調整費

支払利息

運営費

建設費

従来手法

税金

VFM

支払利息
配当金

運営費

建設費

民間委託

（国民の税金（Ｍ）の使用価値（Ｖ）を最も高めようとする考え方）

民間活力

地方自治体

浄水場、管路等

国・都道府県

施設所有

貸与

借入
返済

利用料金

サービス提供

●人員、繰入金等

●経営、計画
●経理、財務
●料金徴収

水道事業者等

需要者

金融機関

経営委譲 許可

設計、建設、
維持管理、
保守、運営

●施設の設計、建設、更新、維持管理業務   ●料金徴収、経理、財務

民間水道事業［当社＋（メーカー、建設会社等）］
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災害時における
事業継続が可能な水道事業を目指して

Disaster Management

防　災

持続可能な事業継続計画（BCP）の策定

耐震診断と効果的な耐震化計画の策定

水安全計画の策定
●リスクレベル設定マトリックス

●有限要素法（FEM）による
　構造解析

●許容中段時間の把握（例）

●PDCAサークルのイメージ

水道施設の水質危害分析
取水から給水までの各プロセスで想定される水質危害の抽出と原因
の特定を行い、危害の発生レベル設定と発生レベルに応じた対応策
を提案します。

耐震診断と補強計画
構造物や管路等の設置状況に応じた構造解析による精度の高い耐震
診断とともに、実現性のある補強計画を提案します。

災害時の水供給の継続と早期回復計画の策定
地震や津波等の被害想定や、災害時における水供給の継続、早期の業
務・機能回復が図れる事業継続計画を提案します。

対応マニュアルの整備
施設異常時や災害時での迅速且つ的確な対応が行える対応マニュア
ルと対応改善に向けた運用検証チェックシートの整備を支援します。

耐震化計画の策定
耐震診断結果や補強計画案を踏まえ、各施設の目的、設置状況や、緊
急度、重要度並びに財政収支を考慮した具体的な耐震化計画を提案
します。

実効性、最新性を確保する継続的改善計画の策定
BCPの策定に加え、事業継続の実践管理（BCM）として、教育訓練計
画、計画の実効性、最新性を確保するための継続的改善計画を提案し
ます。

弊社は、大阪府松原市、石川県白山市、岐阜県美濃市、郡上市等で水道水
の安全を脅かす可能性のあるリスクを抽出・分析し、リスクの発生防止
や、影響を軽減するため水安全計画を策定しました。

弊社は、石川県小松市、愛知県名古屋市、東京都水道局等で、全国各地で
耐震診断・補強設計を行いました。また、石川県小松市、輪島市、岐阜県
瑞浪市、美濃市、郡上市等で耐震化計画を策定しました。

弊社は、神奈川県内広域水道企業団等で、被災により業務遂行能力が低
下した状況における、非常時優先業務の継続・再開・開始を目的とした、
事業継続計画（BCP）を策定しました。

水安全計画

危害原因事象の影響程度

取るに足らない 考慮を要す やや重大 重大 甚大

利用上の
支障はない

水道基準20％＜
水道水≦

水道基準50％

水道基準50％＜
水道水≦

水道基準100％

水道基準100％＜
水道水

致命的影響が
現れる

おそれがある

a b c d e

危
害
原
因
事
象
の
発
生
頻
度

頻繁に
起こる 毎月 E 1 4 4 5 5

起こり
やすい

1回／
数ヵ月 D 1 3 4 5 5

やや起こる 1回／
1年 C 1 1 3 4 5

起こり
にくい

1回／
1～3年 B 1 1 2 3 5

滅多に
起こらない

1回／
3年以上 A 1 1 1 2 5

非被災地からの応援や
外部機関の活用により
100％を超える業務レ
ベルとなる場合もある。

100%

時間軸約2週間　　　　　　　　 約1ヶ月
0%

１

２
BCP策定後
BCP未策定

発災

業務の立ち上げが遅れ
た要因で対応業務の増
加を招き、本業務への移
行が遅れる場合もある。

業務立ち上げ時間の短縮

発生直後の
業務レベル向上

業
務
レ
ベ
ル

BCP調整会議〈事務局）
●基本方針の決定
●業務継続計画の策定
●見直し結果の計画への反映

各部所・幹部層
●実施の遅れの改善
●計画自体の改訂・更新
●見直し結果の周知

BCP調整会議
●実効性の検証
●達成状況の評価・分析

各部所・事業体全体
●事業継続計画の運用
●事前対策計画の推進
●教育・訓練の実施

Plan
計画

Check
評価

Do
実行

Act
改善

●管路の被害想定

●液状化危険度分布
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地球環境を視野に入れた
次世代の水道事業を目指して

Global Environment

環　境

環境対策基本計画の策定

環境負荷の低減

自然エネルギー施設の導入

●環境計画策定フロー

●浄水汚泥の有効利用例

●小水力発電

●太陽光発電

環境対策の実現に向けた環境計画の策定
環境対策を計画的に実現するため、水道事業ビジョンの深堀り、水道シ
ステム全体や地域特性を反映した具体的な実施計画を提案します。

資源の保全、循環利用による環境負荷の低減
水循環の健全性を意識し環境負荷の低減が図れる、水源保全、資源の
有効利用、資材の再利用、産廃物の減量化等を考慮した計画を提案し
ます。

小水力・太陽光発電施設の導入
環境負荷の低減のため、水の持つ位置エネルギーや水道施設、敷地を
利用した太陽エネルギー等を有効利用する自然エネルギー施設の導
入を提案します。

弊社は、石川県白山市、小松市、加賀市、能美市、岐阜県瑞浪市、中津川
市、下呂市、郡上市等で環境対策に向けた施設計画の見直しや新技術の
導入を提案した計画を策定しました。

弊社は、浄水汚泥の再生資源化を図るため、京都府営水道木津浄水場の
排水処理施設設計においてケーキ含水率低減に配慮した設計を行いま
した。
また、神奈川県森林再生パートナー制度に参加し、水源涵養機能の維持
に向けた社会貢献活動も実施しています。

弊社は、岐阜県中津川市、長野県安曇野市、山形県米沢市、京都府営水道
久御山広域ポンプ場等において、小水力発電や太陽光発電の導入検討
及び詳細設計を行いました。また、新潟県新潟市において太陽光発電、風
力発電の導入検討を行いました。

START

継続的改善

●環境負荷の現状把握　●現状の取り組みの評価

１．現状把握に基づく課題の整理

●基本方針の策定　●対策候補案の選定・評価　●計画期間・数値目標の設定

２．対策候補案の実行可能性の評価

●関係機関との連携　●技術開発・調査研究等の成果の活用

３．対策の実施

●取り組み状況の確認と評価
●フォローアップ　●枠組みの活用

４．環境計画の進行管理
●需要者への情報提供
●社会貢献　●水道水の優位性PR

５．コミュニケーション

浄水汚泥の再生販売浄水場（沈殿池）
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ORICON HDのグループ各社との積極的な人材や技術の交流により、総合的な技術やサービスを提供することが可能となりました。

活動のフィールドを制限することなく、あらゆるニーズに対して、ワンストップサービスでこたえていきます。
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