
企業局 マネジメント方針 
 

企業局では市長との政策協議のもと、次のとおり基本方針・組織目標・行動目標を定めました。

この方針に基づき目標の達成に向け着実に取り組みます。 

 

 平成 26 年 4 月 1 日 

企業管理者  西 行  茂    

企業局長   渡 辺 優 治  

 

【基本方針】 

 

企業局では、市民生活の基盤であるガス・水道を、安全で安定的に供給するとともに、環境面

を考慮しながら、お客様に安心して使用していただけることを基本方針としています。 

ガス事業では、都市ガスを安全・安定的に供給するため、導管の耐震化対策を進めます。 

また、環境にやさしい天然ガスの需要拡大に取り組むとともに、無事故を目標に保安の強化を

図ります。 

水道事業では、安全でおいしい水の供給ができるように、平成 30 年度を目標とする「福井市水

道ビジョン」に基づき、施設の更新と管網整備を行い耐震化対策を進めます。 

簡易水道事業では、安全で衛生的な飲料水を供給できるように、老朽化した施設や設備の計

画的な改修、整備を進めます。また、水道未普及地区の解消に向け施設整備に取り組みます。 

自然災害時に迅速に対応できるよう、関連団体等と連携した訓練や各種防災訓練を実施する

とともに、災害時業務継続計画を策定し災害対応能力の向上に取り組みます。 

経営面では、引き続きコスト削減、経営の効率化、新規企業債の借入抑制により一層の経営

健全化に努めます。特に、ガス事業においては営業活動を強化し、経営の改善と累積赤字の早

期解消を目指します。 

 

 

 

【組織目標】 

 

Ⅰ．都市ガスを安全・安定的に供給します 

Ⅱ．安全でおいしい水を安定供給します 

Ⅲ．自然災害を想定した防災訓練を実施し、速やかな対応能力の向上に取り組みます 

Ⅳ．ガス・水道事業の一層の経営健全化に努めます 

Ⅴ．適切で合理的な公共事業推進のため、監督職員の施工体制点検を通して公共工事の品質

確保に努めます 

 



【行動目標】    

 

Ⅰ．都市ガスを安全・安定的に供給します 

 

１ 耐震化対策としてのガス導管布設替え 

ガス施設の安全・安心を確保し長期的な安定供給を維持するため、低圧ガス管の経年管であるねず

み鋳鉄管(※)、白ガス管(※)を、ポリエチレン管への布設替えを行うなどガス導管の耐震化対策を進めま

す。 

ねずみ鋳鉄管は平成 26 年度の対策完了を目指します。また、白ガス管は平成 32 年度完了を目標に

布設替え工事を積極的に行います。 

 

ガス導管の耐震化率(※) ： 62.9％（25 年度）→ 64.2％（26年度） 

低圧ガス経年管（ねずみ鋳鉄管及び白ガス管）のポリエチレン管への布設替え進捗率  

            ：  合 計      84.8％（25年度）→ 88.4％（26年度） 

            内訳 ねずみ鋳鉄管   97.4％（25年度）→ 100.0％（26年度） 

               白ガス管     72.4％（25年度）→ 77.1％（26年度） 

 

※ ねずみ鋳鉄管 

鋳鉄は、炭素とケイ素を主成分とした鉄との合金であり、炭素の含有量の多いねずみ鋳鉄は、管

の断面がねずみ色をしていることから呼ばれている。 

 

※ 白ガス管 

管の表面に亜鉛メッキが施されている鋼管で、現在は露出部の配管にのみ使用している。 

 

※ ガス導管の耐震化率 

    耐震化された導管の延長／ガス導管総延長×100 

○ガス導管（中低圧管）全体の耐震化率 

 ＝（ガス導管（中低圧管）耐震管延長／ガス導管（中低圧管）延長）×100 

      25 年度 286.0km/454.3km=62.9％ 

      26 年度 291.9km/454.6km=64.2％ 

○低圧ガス経年管（ねずみ鋳鉄管及び白ガス管）のポリエチレン管への布設替え進捗率 

 ＝（布設替え済延長／布設替え対象延長）×100  

   【合計】   25 年度 100.8 ㎞/118.9 ㎞= 84.8％ 

      26 年度 105.1 ㎞/118.9 ㎞= 88.4％ 

   （内訳） ねずみ鋳鉄管 25 年度  57.2 ㎞/ 58.7 ㎞= 97.4％ 

      26 年度  58.7 ㎞/ 58.7 ㎞=100.0％ 

     白ガス管  25 年度  43.6 ㎞/ 60.2 ㎞= 72.4％ 

      26 年度  46.4 ㎞/ 60.2 ㎞= 77.1％ 

 



２ お客様の生命と財産の保安確保強化 

お客様である市民の安全と安心を維持するため、365 日 24 時間体制で保安の確保に取り組みます。 

需要家ガス設備保安点検をはじめとし、お客様への排気ガス中毒事故防止啓発パンフレット配布を行

うとともに、前年度に引き続き、国のガス安全高度化計画に基づき保安上重要な建物（※）における経年

埋設内管（※）の改善対策を実施します。 

解体業者および建築業界と連携した安全講習会の開催や安全周知活動、ガス漏洩対応訓練等各種

施策を実施し、保安確保強化に取り組みます。 

 

不良給排気需要家（※）の削減件数          ：  34 件（25年度）→   35件（26 年度） 

保安上重要な建物における経年埋設内管改善折衝件数 ： 290 件（25年度）→  316 件（26 年度） 

解体業者及び建築業界と連携した安全講習会の開催 

解体業者等に対する安全講習会の実施      ： 6 月 

解体業者等に対する安全周知訪問      ： 7～9 月 

建築関連業者に対する安全講習会の実施      ： 2回（25年度）→  2回（26年度） 

お客様、各機関等と連携した防災訓練の実施 

お客様と連携したガス漏洩時の初期活動訓練    ： 1回 

消防局と連携したガス工場における防災訓練    ： 1回 

  大口需要家のガス管損傷を想定した対応訓練    ： 1 回 

  地階を有するビル所有者等と連携した訓練     ： 1 回 

 

※ 保安上重要な建物（ガス導管劣化検査等支援補助金対象の建物） 

    公共性の高い建物、不特定多数の人が集まる建物、万一事故が発生した場合に影響が大きい建物を

いう。福井市の場合、鉄筋系一般業務用建物（一般商業店舗・事務所等）鉄筋系一般集合住宅（マン

ション・アパート）等が該当する。 

 

※ 経年埋設内管 

    お客様の敷地内に埋設されている古いガス管をいう。具体的には、白ガス管等埋設された状況で腐

食しやすいガス管をいう。 

 

※ 不良給排気需要家 

    給湯器、風呂がま等の給排気が不十分で改善が必要な設備を所有するお客様をいう。25 年度末で 349

件残存している。 

 

 

 

 

 

 

 



３ 環境にやさしい天然ガスの需要拡大  

エネルギー源の多様化及び環境性を積極的にアピールし、都市ガス本管が通っている地域の未

利用者に対して天然ガスの利用を呼びかける営業活動や、建築・設計事業者等（サブユーザー）へ

の最新ガス情報の提供や働きかけなどを通じて、天然ガスの需要拡大を図ります。 

また、住宅関連のイベントへのブース出展やガス展などの特別販売会などを通じて、家庭用燃料

電池「エネファーム」(※)、太陽熱や太陽光発電などの自然エネルギーを活用したガス機器のＰＲに努

め、二酸化炭素の増加抑制と削減を図ります。 

これらの事業を PR していく場所として、アンテナショップ「Ｇ・Ｃｏｏｋ」及びガスセンターを有効に活

用していきます。 

 

新規需要家獲得による二酸化炭素削減量    

    ： 316ｔ／年（25 年度）→ 320ｔ／年（26 年度）（※） 

家庭用燃料電池「エネファーム」の設置台数（累計） 

    ：  14 台（25年度）→ 17台（26 年度） 

企業局アンテナショップ「Ｇ・Ｃｏｏｋ」及びガスセンターの利用者数 ： 4,700人 

 

※ 家庭用燃料電池「エネファーム」 

都市ガス等から水素を取り出し化学反応させて発電し、発生した熱でお湯を作り、二酸化炭素がほと

んど発生しない究極のクリーンエネルギーといわれている。 

 

※ 二酸化炭素を年間 320ｔ削減すると、80 年生のスギの木 22,400本（人工林で 28ha）分の CO2吸収量に相

当する。 

 

 

 

４ 都市ガスの新規大口需要家の獲得 

都市ガスの安定的な供給量を確保し、経営の安定化に資するため、中圧管沿線の工業系を中心とし

た営業活動を強化し、新規の大口需要家を獲得します。 

 

新規大口需要家の獲得 ： 1件 

 

  



Ⅱ．安全でおいしい水を安定供給します 

 

５ 災害に強い水道施設の構築                        

現在、九頭竜浄水場内にある送水ポンプ場は、原目配水池に水道水を送る大変重要な施設です。し

かし、築造から50年が経過（昭和37年築造）しており、耐震性に劣ることから早急に整備する必要があり

ます。 

そのため、平成25年度から26年度の継続費により、新しく九頭竜浄水場内に送水ポンプ場を建築しま

す。 

 

九頭竜送水ポンプ場建築工事の完成 ： 12月 

 

 

 

６ 基幹管路の耐震化                             

災害時のライフラインの確保と持続可能な水道事業を実現し、安全でおいしい水を安定して供給でき

るよう、お客様にお配りする水道管のうち重要な管路となる基幹管路（※）の耐震化を積極的に行い、災

害時における給水拠点までの給水を可能にします。 

その一環として、市内配水の約 70％をまかなっている九頭竜浄水場内の送水管、原目配水池から市

内へ配水する拠点給水用配水管、福井西配水ブロック送水管等の整備を実施します。 

 

基幹管路の耐震化率（※） ： 25.0％（25年度）→ 26.5％（26年度） 

 

※ 基幹管路 

   ・導水管 ･･･ 井戸などの水源から取水した原水を浄水場まで導く管路） 

   ・送水管 ･･･ 浄水場で処理された浄水を配水池まで送る管路） 

   ・配水本管 ･･･ 配水池からお客様の引込み管分岐まで水道水を配る管路のうち、 

           口径 300ミリ以上の主要な管路） 

 

※ 基幹管路の耐震化率 

    （基幹管路の耐震管延長／基幹管路総延長）×100 

25 年度  49km／196km=25.0％ 

26 年度  53km／200km=26.5％ 

 

 

 

 

 

 



７ 簡易水道事業地区の整備推進 

美山地区及び越廼地区の公営簡易水道事業については、老朽化した施設や水道未普及地区が存

在しているため、安全で衛生的な飲料水を供給できるよう計画的な改修、整備を推進します。特に、美

山地区において美山町、境寺町の水道未普及地区を統合した上宇坂第二地区簡易水道建設事業を推

進します。平成 28 年度には公営簡易水道事業全体での普及率 93.3％（※)を目指し、本年度は管路整

備を行います。 

 

簡易水道事業普及率              ： 87.0％ 

美山地区（上宇坂第二地区）簡易水道建設事業 

配水管布設工事              ： 延長 1,500ｍ（美山町～境寺町） 

美山地区簡易水道老朽管布設替工事     ：  延長 100ｍ（下宇坂地区） 

美山地区簡易水道取水流量計取替工事      ： 1 カ所（下宇坂地区） 

越廼地区簡易水道取水排水管布設工事      ： 1 カ所（北部地区） 

 

※ 簡易水道事業普及率＝簡易水道給水人口÷区域内人口×100 

 

 

 

８ 簡易水道事業地区の水質保全 

美山地区及び越廼地区公営簡易水道事業の水質保全については、老朽化した浄水設備があるため、

安全で衛生的な飲料水を供給できるよう、計画的に改修、整備を推進します。 

また、年間を通して安定した水質を保つため、水質検査を毎月実施します。 

 

美山地区簡易水道滅菌設備取替工事       ： 1カ所（大宮・縫原地区） 

越廼地区簡易水道浄水施設整備詳細設計業務委託 ： 12月（浜北山地区） 

美山地区及び越廼地区簡易水道施設水質検査   ： 毎月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 安心、安定した給水のための管理監視体制の強化          

福井市の水道は、100を超える施設を有しており、安心、安定した給水を目的とした施設運営を行って

います。安心、安定した給水を行うには、水需要に応じた末端給水栓の水圧や水質の変化を把握し、運

転･水質管理に反映することが重要です。  

そのため、水圧や水質を連続して監視する自動監視設備を配水管末となる地区に、平成 24 年度から

28年度にかけて 6箇所設置し、安全、安定した給水を確保するための管理監視体制の強化を図ります。 

 

水質監視局設置 ： 篠尾水系 1カ所 (平成 26 年度末 4カ所設置完了) 

 

 

 

１０ 安全な水道水をお届けするための水質検査体制の確保   

福井市企業局は、平成 22 年に水道ＧＬＰ（※）の認定を受けており、今年度に実施される更新審査に

おいても認定を維持できるよう、職員の能力向上と設備の充実に努めます。 

 

水道ＧＬＰの認定更新 ： 12月 

 

※ 水道ＧＬＰ（Good Laboratory Practice）  

    「水道水質検査優良試験所規範」の略で、日本水道協会が定めた水質検査の品質保証の仕組みのこ

と。水道事業体等の水質検査部門が、管理された体制の下で適正に検査を実施し、水質検査結果の信

頼性を確保するための規準で、日本水道協会が認定を行っている。  

 

 

 

 

 

  



Ⅲ．自然災害を想定した防災訓練を実施し、速やかな対応能力の向上に取り組みます 

 

１１ 災害に迅速に対応するための防災訓練の実施 

迅速な災害対応を行うためには不断の訓練が重要であることから、ガス・水道の部門ごとに、加盟する

協会及び関連する団体等と連携した災害想定訓練を実施するとともに、企業局独自の実践的な防災訓

練を実施します。 

 

日本ガス協会との情報伝達訓練（ガス）         ： 1 回 

日本水道協会中部地方支部合同防災訓練への参画（水道） ： 1 回 

企業局総合防災訓練                  ： 7 月（風水害） 11月（震災） 

 

１２ ガス･水道業務継続計画の策定 

市民生活にとって重要なライフラインであるガス・水道施設が、大規模な地震等により被害を受けた場

合にも、必要性の高い業務を継続するとともに、被災した機能を早期に復旧させることを目的に、業務継

続計画を策定します。 

   

ガス・水道業務継続計画の策定  

  

 

Ⅳ．ガス・水道事業の一層の経営健全化に努めます 

 

１３ ガス事業の経営健全化 

ガス事業経営改善プランに基づく料金改定（平成 26 年 5 月）や経費縮減の取組により収支を改善し、

累積赤字の早期解消を目指します。また、企業債の新規借入を当年度償還額の範囲内に抑制し、後年

度のコスト削減および企業債残高の縮減を図ることで、財政の健全性を高めます。 

また、経費縮減とお客様サービスの一層の向上のため昨年度から料金徴収業務を民間事業者へ委

託していますが、従来から取り組んできた滞納整理の強化や実情に配慮した特別納付相談を引き続き

実施することにより、滞納額の削減を図ります。 

このような取組により、環境にやさしい都市ガスの安全・安定供給を支える健全経営を確保します。 

 

総収支比率        ： 107％以上 

当年度企業債償還額   ： 582,236 千円 

当年度企業債新規借入額 ： 430,000 千円 

滞納繰越額（21～25年度分）の削減 

            ： 59,000千円（26年度当初） → 20,000千円（26 年度末） 

※ 総収支比率 

    企業の経営成績を見るための代表的指標とされており、常に 100 以上となるよう経営努力が求めら

れている。総収支比率（％）＝総収益／総費用×100 



１４ 水道事業の安定経営 

人口減少や節水機器の普及等により、水需要の減少が見込まれる中、コストの削減と経営の効率化

に努めるとともに、企業債の新規借入を当年度償還額の範囲内に抑制することで、後年度負担の軽減を

図ります。 

また、経費縮減とお客様サービスの一層の向上のため料金徴収業務を昨年度から民間事業者へ委

託していますが、従来から取り組んできた滞納整理の強化や実情に配慮した特別納付相談を引き続き

実施することにより、滞納額の削減を図ります。 

このような取組により、安全でおいしい水の安定供給を支える健全経営を確保します。 

 

総収支比率        ： 100％以上 

当年度企業債償還額   ： 1,259,739千円 

当年度企業債新規借入額 ： 1,200,000千円 

滞納繰越額（21～25年度分）の削減 

            ： 184,000 千円（26 年度当初）→ 82,000千円（26 年度末） 

 

 

１５ 遊休資産の有効利用 

現在利用されていない財産についてその必要性を十分に見極めたうえで、売却による処分を行い有

効利用を促進するとともに安定経営のための財源を確保します。 

 

遊休土地（※）の売却処分 ： 0件（25 年度）→ 1 件（26 年度） 

 

※ 企業局が有する遊休土地 

・社第１水源 （運動公園）    184.55㎡ 

・青葉台加圧タンク跡地（冬野町） 229.19㎡  他 3筆 

 

Ⅴ．適切で合理的な公共事業推進のため、監督職員の施工体制点検を通して公共工事の品質

確保に努めます 

 

１６ 公共工事の品質確保 

工事現場の施工体制、技術者の適正配置、下請負等に関する各関連法規の遵守状況を点検し、適

正な工事執行と品質確保を図ります。 

 

工事監察指摘率（※） ： 25％以下 

 

 ※ 工事監察指摘率＝（是正指摘を受けた現場件数／工事監察を受けた現場件数）×100 
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