地 方 公 営 企 業 の
抜本的な改革等に係る
先進・優良事例集

令和4年3月
総務省自治財政局公営企業課

事業別目次

水道事業
【広域化等】
（事例１）中空知広域水道企業団等「企業団の用水供給事業と３市１町の水道
事業を統合、事業の一元化」 ············ ３
（事例２）八戸圏域水道企業団「 北 奥 羽 地 区 水 道 事 業 協 議 会 に よ る 新 た な 広 域 化 」
（平成30年３月更新） ······················· ６
（事例３）岩手中部水道企業団「 岩 手 中 部 地 域 に お ける 垂 直 ・ 水 平 統 合 の 取組」 ·· 10
（事例４）福島県双葉地方水道企業団等「福島県内における垂直・水平統合の取組」 ··
（事例５）栃木県芳賀中部上水道企業団「栃木県内における水道広域化の取組」 ····
（事例６）群馬東部水道企業団「群馬県東部3市5町の水道事業の広域化」
（平成30年３月更新） ·······················
（事例７）秩父広域市町村圏組合「秩父地域の水道広域化」 ··················
（事例８）千葉県・九十九里地域水道企業団・南房総広域水道企業団
「千葉県内水道の統合・広域化の取組」（平成30年３月更新） ···
（事例９）大阪広域水道企業団「大阪府域における大阪広域水道企業団を核と
した水道広域化の取組」（平成3１年３月更新） ·
（事例10）淡路広域水道企業団「淡路島内における水道広域化の取組」 ········
（事例11）香川県・県内市町等「香川県内における水道広域化の取組」

13
16
20
24
27
30
34

（平成30年３月更新） ······················· 37
（事例12）高知県須崎市・四万十町・中土佐町「高知県内における水道広域化
の取組」 ···················· 42
（事例13）福岡県田川市、川崎町、糸田町、福智町、田川地区水道企業団
「福岡県内における水道広域化の取組」
（令和２年３月追加） ······················· 44
(事例 14) 佐賀県佐賀西部広域水道企業団「佐賀西部地域における広域化の取組」
（令和４年３月更新） ············· 48
（事例15）茨城県「茨城県内における水道用水供給事業の事業統合」
（令和４年３月更新） ············· 53
（事例16）福島県会津若松市・湯川村「福島県内における水道広域化の取組」 ··
（事例17）新潟県柏崎市「刈羽簡易水道を譲り受け、水道事業の一元化」 ······
（事例18）北九州市「隣接する水巻町との上水道事業統合」 ··················
（事例19）新潟県燕・弥彦総合事務組合「新潟県内における広域化の取組」
（令和４年３月更新） ············
（事例20）北九州市「北部福岡地域への水道用水の供給」 ····················

56
59
62
64
67

（事例21）茨城県かすみがうら市・阿見町「上下水道料金等収納業務の共同発注」·· 71
（事例22）埼玉県・東京都・川崎市「非常時における水の相互融通」 ··········
（事例23）熊本県荒尾市・福岡県大牟田市「 荒 尾 市 と 大 牟 田 市 の 浄 水 場 の 共 同 化 」 ··
（事例24）宗像地区事務組合・福岡県宗像市・福津市
「宗像地区水道事業統合（広域化）から宗像地区事務組合水道事
業包括業務委託へ」 ·······································
（事例25）青森県十和田市・秋田県小坂町「簡易水道施設の共同利用」
（平成30年３月更新） ·············
（事例26）山形県長井市・置賜地域市町村等
「料金システム及び会計システムの近隣市町との共同化」
（平成30年３月追加） ······································

73
75

78
81

84

（事例27）北海道木古内町・知内町「小規模事業体同士の広域連携と官民連携」
（令和2年１0月追加） ······················· 86
（事例28）長野県企業局・天龍村「代替執行制度を活用した水道施設整備
の取組」（平成30年３月追加） ··········· 88
（事例29）兵庫県内３５市町・一部事務組合
「人材ネット事業を活用した水道広域連携に向けた取組」
（平成30年３月追加） ·································· 92
（事例30）奈良県水道局「県域水道ファシリティマネジメントの取組」
（平成30年３月追加） ····························· 96
（事例31）愛媛県今治市「今治市内（離島を含めた）水道事業統合への取組」
（平成30年３月追加） ···························· 102
（事例32）北九州市「周辺水道事業者（香春町・岡垣町）への水道用水の供給」
（平成30年３月追加） ································ 108

【民間活用】
（事例33）北海道夕張市「PFIによる浄水施設等の更新・維持管理及び水道
窓口等業務」 ··································· 113
（事例34）宮城県山元町「上下水道における包括的民間委託」 ··············· 116
（事例35）福島県会津若松市「DBO方式による滝沢浄水場更新整備等事業及
び送配水施設維持管理等事業」 ··············· 118
（事例36）福島県三春町「民間活用（包括的民間委託）」 ··················· 121
（事例21）茨城県かすみがうら市・阿見町「上下水道料金等収納業務の共同発注」
（再掲） ························ 71
（事例37）群馬県太田市「水道事業の包括的民間委託」 ····················· 123
（事例38）群馬県館林市「浄水施設等の包括的民間委託」 ··················· 126

（事例39）長門川水道企業団「浄水場・配水場設備の設計・修繕・更新及び
運転管理業務」 ·····························
（事例40）東京都「金町浄水場常用発電PFIモデル事業」····················
（事例41）神奈川県「箱根地区水道事業包括委託事業」 ·····················
（事例42）横浜市「浄水場更新と運営・維持管理一体のPFI導入」············
（事例43）石川県かほく市「かほく市における上下水道包括的民間委託の導入
について」 ···································
（事例44）岐阜県高山市「浄水施設等の指定管理者制度による委託の取組事例」 ·
（事例45）愛知県岡崎市「男川浄水場更新事業」 ···························
（事例46）広島県「第三セクターを活用した指定管理者制度」 ···············
（事例47）広島県呉市「水道施設の維持管理業務に指定管理者制度導入」

129
132
134
136
138
140
142
144

（令和2年１0月追加） ······················ 146
（事例48）愛媛県四国中央市「DBOによる既設浄水場の更新事例」 ·········· 148
（事例49）北九州市「官民で新会社設立」 ································· 151
（事例23）熊本県荒尾市・福岡県大牟田市「 荒 尾 市 と 大 牟 田 市 の 浄 水 場 の 共 同 化 」
（再掲） ························ 75
（事例24）宗像地区事務組合、福岡県宗像市、福津市
「宗像地区水道事業統合（広域化）から宗像地区事務組合水道事
業包括業務委託へ」（再掲） ······························· 78
（事例50）長崎県佐世保市「民間活力を活用した浄水場の統合更新」 ········· 153
（事例51）埼玉県「PFI方式による大久保浄水場排水処理施設等整備・運営事業」
（平成30年３月追加） ·································· 155
（事例52）新潟県見附市「青木浄水場更新事業」（平成30年３月追加） ······
（事例53）岡山県瀬戸内市「上水道施設統合整備事業及び上水道配水システム
整備事業」（平成30年３月追加） ··············
（事例54）千葉県「BTO方式を活用した浄水場排水処理事業」
（平成3１年３月追加） ·································
（事例55）愛媛県今治市「DBM方式による（仮称）高橋浄水場整備等事業」
（平成3１年３月追加） ···························

158
161
163
165

【その他】
（事例22）埼玉県・東京都・川崎市「非常時における水の相互融通」（再掲） ·· 73
（事例56）北海道石狩市「持続可能な水道事業運営」 ·······················
（事例57）青森県弘前市「上・下水道の組織統合」 ·························
（事例58）岩手県矢巾町「将来を見越した管路網の最適化（ダウンサイジング）」·
（事例59）岩手県平泉町「料金改定（資産維持費の導入）」 ·················
（事例60）岩手中部水道企業団「事業統合によるファイナンス（資金調達・資
金運用）の効率化」 ·······················

171
174
177
179
181

（事例61）山形県「量水所における小水力発電設備の設置」 ················· 184
（事例62）山形県酒田市「水道メーター分解業務委託」 ·····················
（事例63）埼玉県「浄水場施設規模の適正化に合わせた給水区域の再編」 ·····
（事例64）埼玉県秩父市「料金改定」 ·····································
（事例65）神奈川県「地下水からの転換による水道料金・水道利用加入金の減
額制度」 ···········································
（事例66）新潟県小千谷市「水道事業の性能合理化（工業用水道施設の一部共
同利用化による浄水場の更新）」 ···············
（事例67）石川県羽咋市「配水管更生工事（パイプインパイプ工法）」 ·······
（事例68）浜松市「基幹管路耐震化事業に伴う管路口径の見直し」 ···········
（事例69）浜松市「新たな更新基準年数の設定」 ···························

186
188
190

（事例70）名古屋市「事業継続計画（地震対策編）」 ·······················
（事例71）神戸市「新材料の活用（配水用ポリエチレン管の導入）」 ·········
（事例72）島根県松江市「砂防ダム等の不安定水源の転換事業」 ·············
（事例73）愛媛県松山市「料金改定（資産維持費の導入）」 ·················
（事例74）北九州市「水道施設の長寿命化」 ·······························
（事例75）北九州市「大口使用者特割制度」 ·······························
（事例76）大分県大分市「水道施設の統廃合」 ·····························
（事例77）沖縄県那覇市「上下水道の組織統合」 ···························
（事例78）茨城県企業局「長期施設更新計画を踏まえた経営戦略に基づく事業運営」
（平成3０年３月追加） ···························
（事例79）兵庫県神戸市「マイクロ水力発電システムの導入」

205
207
209
212
214
216
218
220

193
195
198
200
202

222

（平成3１年３月追加） ··························· 224
（事例80）岩手県矢巾町「経営戦略の策定」
（令和2年１0月追加） ······················ 226
（事例81）兵庫県豊岡市「料金収入と総括原価の見通しを経営戦略に記載し、将来
的な料金改定の必要性に言及した経営戦略を策定」
（令和2年１0月追加） ······················ 228
（事例82）千葉県八千代市「料金改定と経営戦略の改定」
（令和４年3月追加） ······················· 229
（事例83）青森県弘前市「アセットマネジメント計画の策定に伴う経営戦略の改
定」（令和４年３月追加） ······················· 232
（事例 84）福島県南相馬市「公営企業会計への移行に伴う上水道と簡易水道の会
計統合」
（令和４年3月追加） ······················· 234
（事例85）岡山県美作市「簡易水道事業の法適化に伴う上水道事業との会計
統合」
（令和４年3月追加） ······················· 236

【その他（ICT/IoT）】
（事例86）長野県「漏水調査機器貸し出しによる市町村への支援」
（平成3１年３月追加） ······················ 238
（事例87）長野県「水道メーターを活用した「高齢者見守りシステム」」
（平成3１年３月追加） ······················ 240
（事例88）静岡県伊東市「自動監視システムを活用した漏水調査」
（平成3１年３月追加） ······················ 243
（事例89）徳島県阿南市「クラウド型」統合監視システム導入」
（平成3１年３月追加） ······················ 245
（事例90）福島県南会津町
「広大な山間地域の町村合併に対応したIoT技術「クラウドシステム」
利用の遠隔監視・管理への変更」（平成3１年３月追加） ········ 247
（事例91）福島県会津若松市
「AIを活用した管路の劣化度調査と水道管路維持管理などへの応用」
（令和２年10月追加） ······················ 251
（事例92）下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町
「賀茂地域１市4町における公営企業財務会計システム共同化」
（令和２年10月追加） ······················ 256
（事例93）兵庫県姫路市「水道事業におけるスマートメーターによる自動検針」
（令和２年10月追加） ······················ 258
（事例94）大阪府堺市「上下水道局スマートフォンアプリ「すいりん」の導
入」（令和4年3月追加） ············ 260
（事例95）愛知県豊田市「AIを活用した水道劣化予測診断ツールの導入」
（令和4年3月追加） ···········
【その他（都道府県による市町村支援）】
（事例96）北海道「道内水道事業者等 相談窓口」
（平成3１年４月追加） ······················
（事例97）長野県「水道事業の市町村支援について」
（平成3１年４月追加） ·································
（事例98）兵庫県「市町公営企業に対する総合的支援の実施」
（平成3１年４月追加） ·································
（事例99）奈良県「奈良県内における水道広域化の取組」

262

265
267
271

（平成3１年４月追加） ································· 273
（事例100）広島県「水道事業の広域連携の具体化に向けた検討」
（平成3１年４月追加） ································· 275

下水道事業
【広域化等】
（事例１）北海道旭川市・東神楽町・鷹栖町・当麻町・比布町・東川町
「旭川圏域における下水道の広域処理」 ······················
（事例２）東京都八王子市「流域下水道への編入・接続」 ···················
（事例３）神奈川県・小田原市「流域下水道への編入」 ·····················
（事例４）島根県松江市「流域関連公共下水道への編入」 ···················
（事例５）熊本県合志市「流域下水道への編入・接続」 ·····················
（事例６）兵庫県加古川市「農業集落排水と公共下水道の接続等経営健全化に
向けた取組」 ·································
（事例７）愛知県豊田市「農業集落排水事業の流域関連下水道への編入及び下
水道整備区域の見直し」（平成30年３月追加） ····
（事例８）長野県東御市「下水道事業の統廃合事業（農業集落排水を公共下水
道へ編入）」（平成30年３月追加） ··············
（事例９）富山県南砺市「農業集落排水事業の流域下水への接続」
（平成3１年３月追加） ···························
（事例10）長野県箕輪町「農業集落排水施設の公共下水道への統合」
（平成3１年３月追加） ···························
（事例11）北海道幕別町「公共下水道の流域下水道への編入・接続」
（令和４年３月追加） ·························
（事例12）長野県宮田村「農業集落排水施設の公共下水道への統合」
（令和４年３月追加） ·························
（事例13）栃木県足利市「農業集落排水施設の統廃合」
（令和４年３月追加） ·························
（事例14）青森県・津軽広域連合「汚水処理施設共同整備事業（MICS）」 ···
（事例15）秋田県・大館市・能代市・鹿角市・八峰町・藤里町・小坂町・能代
山本広域市町村圏組合「秋田県県北地区広域汚泥資源化事業」 ·····
（事例16）山形県新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・戸沢
村「自治体間連携による維持管理共同化」 ·······················
（事例17）新潟県新発田市・胎内市「中条浄化センターの共同化」 ···········
（事例18）長野県（長野県下水道公社）「下水道公社による維持管理の広域化」 ·
（事例19）大阪府富田林市・太子町・河南町・千早赤阪村
「南河内４市町村下水道事務広域化協議会」 ··················
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（事例39）三重県紀宝町「PFI手法を活用した浄化槽整備」··················
（事例40）三重県桑名市「コストキャップ型下水道」 ·······················

351
354
357
359
361
363
366
369
371
374
377
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（事例54）三重県伊勢市「下水道事業における包括的民間委託」（平成30年３月追加） ·
（事例55）滋賀県大津市「下水道事業（包括的民間委託）」（平成30年３月追加） ·
（事例56）兵庫県尼崎市「終末処理場等の包括的民間委託」（平成30年３月追加） ·
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（事例80）福島県「福島県におけるストックマネジメント策定支援の取組」
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