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上田長野地域の水道事業広域化について
水道事業広域化財政シミュレーション結果説明会資料

千曲市 上下水道課

はじめに

水道事業は皆様からの水道料金で運営していますが、将来の人口減少に伴う料金収入の減少や老朽化施設
の更新費用の増加などが見込まれています。加えて、職員の減少と少子化による担い手不足、多発する大規
模災害への対応などから、水道事業の経営環境の悪化が懸念されます。
これらの課題に対応し、将来にわたって適切な料金で安全・安心な水道水を安定的にお届けするため、水

道事業の基盤強化を図る必要があります。
現在、県企業局、長野市、上田市、坂城町及び千曲市では、将来を見据え、地域にふさわしい水道事業の

あり方について、広域化を一つの方向性として検討するため「上田長野地域水道事業広域化研究会」を設置
し、研究を重ねています。
今回、水道事業についての現状と課題、将来の水道事業について説明を行い、水道を利用する皆様の視点

からご意見を伺いたいと考えております。

１ 説明の趣旨

２ 千曲市の水道事業について

千曲市内は、長野県営水道（企業局）と千曲市営水道それぞれの給水区域に分かれています。
八幡・桑原地区を除く旧更埴地域及び戸倉上山田地域は長野県営水道が水道を供給し、
八幡・桑原地区へは千曲市営水道が供給しています。
割合では、９割が県営水道区域、１割が市営水道区域となっています。

＜千曲市内の給水人口の割合＞

R4.3.31時点

八幡・桑原・
稲荷山元町の一部

更埴地域（市営水道区域を除く）
・戸倉地域・上山田地域 （出典：「千曲市統計書」より）

姨捨地区（八幡）より善光寺平を望む
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１．千曲市営水道の現状と課題

 現在の管路経年化率は11.84%となっており、耐用年数を迎える管路が増加していることから、増加傾向にあります。

 平成13年度から22年度まで下水道整備にあわせて配水管の布設替えを集中的に行ってきたことから、20～30年後には一斉に耐用年数を迎え、
さらに管路経年化率が急激に上昇することが見込まれます。

 災害時に避難場所となる施設等への配水管を重要管路と位置づけ、計画的に布設替えを実施し耐震化を行っておりますが、管路の耐震化率は

管路全体では7.02%と、１割以下に留まっている状況です。

１ 管路について

※管路経年化率
法定耐用年数(40年)を超えた管路の割合。
割合が高いほど老朽化が進んでいることを表す。

 創設当時から稼働している施設（浄水場、配水池等）が多く、老朽化が進んでいるため、更新や耐震化が急務となっています。
 起伏に富んだ地勢や一つひとつの水源の水量が乏しいことから施設の数が多く、規模も小さいため、非効率な状況にあります。
 表流水を水源としている浄水場では、水源の水質が不安定なため大雨時に水源の濁度が上昇することがあります。また、配水池の容量が小さ

く、火災等で短時間に大量の水を使用すると配水池の水位が下がり水が不足する恐れがあるなど、安定供給に課題があります。
 施設のダウンサイジング等の計画もありますが、広域化の検討もすすめていることから方向性がはっきりするまで施設更新を見合わせている

状況です。

２ 施設について （老朽化による漏水）

（参考）令和２年度時点
全国平均値：20.63％
類似団体平均値：17.40%
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１．千曲市営水道の現状と課題

 人口減少に伴う料金収入の減少、老朽化による施設の更新費用の増大など、今後の経営状況が悪化することが見込まれています。
 市内の９割弱が「県営水道エリア」となっていることから、市営水道の料金体系を県営水道と同額にしてきた経過がありますが、今後は経営

が成り立たなくなる恐れがあり、広域化の検討とは別に値上げの検討が必要となってきています。

３ 経営状況について（１）

参考資料１

 有収水量と料金収入の増減には相関関係があり、近年は共に減少
傾向にあります。

※有収水量：配水した水量のうち料金収入の対象となったもの

 給水人口は、平成10年頃をピークとして減少が続いています。
 給水戸数は、過去10年間概ね横ばい状態が続いています。

（出典：「千曲市事務報告書」より）

（出典：「千曲市水道決算書」より）
項目 単位 平成24年度 令和3年度

給水人口 人 7,315 6,685 △ 630

給水戸数 人 2,498 2,585 87

年間配水量 ㎥ 879,000 781,000 △ 98,000

年間有収水量 ㎥ 715,757 650,887 △ 64,870

給水収益 千円 123,500 113,397 △ 10,103

増減

●市営水道の10年間での変化
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１．千曲市営水道の現状と課題

３ 経営状況について（２）

参考資料２

 管路や施設の更新投資においては、多大な費用が必要となるため、料金収入だけでは賄えない財源を企業債の発行（借金）により対応して
います。

 将来も市営水道単独で経営していく場合のシミュレーション結果では、未償還残高と当年度償還額が年々上昇していく状況にあります。
 水道料金の値上げを行わないと、内部留保資金が枯渇し、返済が困難になることが見込まれます。
 また、現在３名の職員体制により業務を行っておりますが、事務職員が配置される場合が多く、人事異動により３～４年程度で入れ替わり

があるため、知識や技術の蓄積に課題があります。
 あわせて専門的な人材がいないため、自営での緊急対応に限界がある点や、中長期的な視点での経営感覚が養われない点も課題となってい

ます。

※未償還残高
まだ返済していない企業債（借金）の元金と利息の総額
であり、今後返済していかなければならない額。

※当年度償還額
その年度に返済する元金と利子の総額。

（千円） （千円）
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２．（参考）千曲市営水道・県営水道の50年間シミュレーション結果

１ 千曲市営水道

２ 長野県営水道 ※千曲市のほか、長野市・上田市・坂城町への給水エリア分を含む

50年間で給水人口は48％減少 50年間で37％減少

50年間で給水人口は42％減少 50年間で34％減少 経年化率が微増している

経年化率が増加している
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３．将来の水道事業

１ 将来の水道事業のあり方のイメージ（課題の解決方法）

水道事業の
基盤強化が必要

個別経営

広域化・広域連携

個別経営

現在 将来

 老朽化・耐震性の不足

 経営環境の悪化

 人材の減少・高齢化

 安心・安全な水の供給

 持続可能な事業運営

Ａ市営水道

Ｃ市営水道

Ｂ市営水道

広域化・広域連携の手法を用いて「地域で基盤強化
を図ることができないか」検討を行っています。

個別の経営努力

施設や技術の共有

現状と課題 Ａ市営水道

Ｃ市営水道Ｂ市営水道
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４．上田長野地域で想定される形態

１ 個別経営

 現状の４事業を個別経営（それぞれ単独で経営していく）
 会計や決算は既存事業のまま継続
 事業ごとに料金体系を設定

2 事業統合（広域化・広域連携）
 ４つの水道事業を統合
 企業団（仮）を設立し、事業・組織が一つになる
 上田長野地域が一体化され、効率的な水の運用が可能になる
 会計、決算、（将来的に）水道料金が統一される
 国の補助金を活用して施設整備ができる

企業団水道事業
＜給水区域＞

長野市
千曲市
坂城町
上田市

イメージ

イメージ地域を一体的に考え、上田市から長
野市までの高低差を利用し、施設の
最適な配置を考えた場合

 効率的な水の運用
 地域全体の最適な施設投資

４事業者が将来にわたって、それぞれ
単独で経営していく

 個別に効率化を検討
 現状の窓口・手続きを維持

県 営 水 道

長野市営水道

千曲市営水道

上田市営水道

現状のまま
個別に事業
を経営

赤枠：事業認可の単位

旧県営水道

旧長野市営水道

旧千曲市営水道

旧上田市営水道

企業団設立
（一部事務組合）
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千曲橋

万葉橋

上田橋

常田新橋

千曲川

犀川

犀川浄水場
（長野市）

四ツ屋浄水場
（企業局）

八幡浄水場
（千曲市）

諏訪形浄水場
（企業局）

染屋浄水場
（上田市）

川合新田水源
（長野市）

往生地浄水場
（長野市）

夏目ケ原浄水場
（長野市）

○高低差を利用した上流から
下流への水運用による施設
の最適配置

○災害等の非常時に備えた
バックアップ体制の強化

【広域化による施設整備の考え方】

４．上田長野地域で想定される形態

３ 広域化による施設整備等の概要

危機管理体制の強化

施設管理・投資の効率化

その他

浄水場間の連絡管整備
犀川浄水場～四ツ屋浄水場
染屋浄水場～諏訪形浄水場

基幹管路二系統化
上田～長野間

老朽施設の更新
染屋浄水場更新
犀川浄水場水源更新

庁舎
中央監視整備
施設耐震化
老朽施設更新

本郷浄水場
（千曲市）

※図の色分けは、広域化にかかる施設整備に関係する給水区域のみ着色
※広域化後の事業範囲には長野市・上田市・千曲市内の着色外区域も含まれる

統廃合
八幡浄水場・本郷浄水場の廃止
夏目ケ原浄水場・往生地浄水場の早期廃止
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５．個別経営と事業統合した場合の財政シミュレーション結果

１ 供給単価の推移（個別経営と事業統合の比較/全体）

 事業統合の場合、料金統一（仮に2037年度）するまでの水道料金は、

既存の千曲市営水道事業における事業統合時点（仮に2025年度）の

料金水準を維持することが可能となります

 個別経営時の推移（破線）に示す供給単価の上昇（料金改定）を抑制

できます

 個別経営の場合、今後10年以内に２度の値上げが必要となり、将来的

な値上げ幅も大きくなる見込みです

２ 供給単価の推移（個別経営と事業統合の比較/千曲市営水道）

 個別経営の場合、将来的に「千曲市営水道」が最も水道料金が高く、

また値上げの幅も大きくなっていく見込みです

 次いで長野市営水道、県営水道、上田市営水道の順となっています

※供給単価
「年間の水道料金収入」を、料金収入の対象となった有収水量（給水

量）で割った値で、１㎥あたりの販売単価を示します。
シミュレーションや他事業との比較をするうえで、料金水水準の高低を

示す指標となります。

長野市営水道 千曲市営水道 上田市営水道 県営水道

千曲市営水道

千曲市営水道

事業統合

事業統合

事業統合

千曲市営水道
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①給水戸数
（R7～R52平均）

②広域化の効果
（R7～R52合計）

③一戸当たりの効果
（②÷①÷46年間）

長野市 145,322戸 467億円 6,994円／戸／年

千曲市 17,216戸 71億円 8,947円／戸／年

坂城町 4,275戸 12億円 5,982円／戸／年

上田市 60,112戸 119億円 4,310円／戸／年

合 計 226,925戸 669億円 6,412円／戸／年

５．個別経営と事業統合した場合の財政シミュレーション結果

事業体別の効果 市町村別の効果

①給水戸数
（R7～R52平均）

②広域化の効果
（R7～R52合計）

③一戸当たりの効果
（②÷①÷46年間）

長野市営水道 106,214戸 361億円 7,387円／戸／年

千曲市営水道 2,068戸 22億円 23,666円／戸／年

上田市営水道 51,565戸 94億円 3,995円／戸／年

長野県営水道 67,078戸 192億円 6,195円／戸／年

合 計 226,925戸 669億円 6,412円／戸／年

３ 供給単価の推移（個別経営と事業統合の比較/長野県営水道）

 事業統合の場合、料金統一（仮に2037年度）するまでの水道料金は、

既存の県営水道事業における事業統合時点（仮に2025年度）の料金

水準を維持することが可能となります

 個別経営時の推移（破線）に示す供給単価の上昇（料金改定）を抑制で

きます

４ 広域化・広域連携効果の試算

県営水道

※県営水道の効果を各市町毎に振り分けた場合

事業統合

県営水道



11

６．広域化・広域連携によるメリット・デメリット

１ 広域化（事業統合）の場合

広域化概要（地域全体） メリット（地域全体・共通） デメリット（地域全体・共通）

事業統合

・4事業を統合し将来的な料金統
一を目標とする事業形態

・事業認可、管理者を統一する
・会計や決算を統一する
・既存事業、坂城町で協力して

職員体制を整備する

・組織の効率化
・専門人材を含む人材確保と育成

・維持管理水準の均一化
・運転監視体制の強化
・事務業務の一体化
・危機管理体制の強化
・広域化に関する国庫補助金や交付税措置の適用
・施設最適配置による建設投資の効率化、動力費等の

削減
・管路更新・耐震化の促進

・4事業を統合するための準備、維持管理方法や
各種基準、システム等の統一、統合にかかる労

力が大きい
・仮にお客様窓口等を集約化した場合はサービス

低下につながる可能性がある
・管路更新増加による業務負荷
・個別経営時の優先事業が事業統合後は優先され

ない可能性
・メリットの事業体間の差異

広域化概要（千曲市） メリット デメリット

千曲市営
水道

・八幡浄水場の廃止
・本郷浄水場の廃止

・浄水場管理業務の削減
・水道料金の上昇抑制
・収納サービス向上
・消火活動時の配水池貯留水確保
・サービス（料金等）の均一化

・下水道事業を分離することによる業務効率低下
・一般会計出資金の増加
（一般会計出資債の元利償還金に対する交付税措

置は60％）

長野県営
水道

・メイン送水管の二重化
・諏訪形浄水場連絡管整備

・最重要施設（送水管）の強化
・水道料金の上昇抑制
・サービス（料金等）の均一化

・用水供給事業（松本地域）単独で技術管理者や
専門人員を育成する必要

上田長野地域全体のメリット・デメリット

事業体ごとのメリット・デメリット
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７．これまでの経過

２ 個別経営の場合

個別経営の概要 メリット デメリット

千曲市営
水道

・八幡浄水場の更新
・本郷浄水場の更新
（事業統合時は廃止）

（事業統合と比べて）
・新たな一般会計出資金が不要
・現状の組織が維持されるため職員・利用者ともに戸

惑いがない

（事業統合と比べて）
・水道料金の上昇
・水道料金が市内で異なる状態は解消されない

長野県営
水道

・メイン送水管の更新
（事業統合時は送水管二重化）

（事業統合と比べて）
・現状の組織が維持されるため職員・利用者ともに戸

惑いがない

（事業統合と比べて）
・水道料金の上昇

６．広域化・広域連携によるメリット・デメリット



千曲川水管橋

万葉橋

上田橋

常田新橋

千曲川

犀川

小市橋

上田長野地域の水道事業広域化について

～将来にわたって「安心・安全な水を安定的に供給し続ける」ために～
上田市・坂城町・千曲市・長野市・県企業局では水道事業の広域化を検討しています！

水道事業の現状と課題 ～個々の事業体で水道事業を実施していくとこんなことが課題に～

広域化(事業統合）すると国からの補助金を活用してこんなことができるようになります！

水道事業に携わる
専門人材の不足

近年多発する大規模災害や渇水時等
緊急時のバックアップ体制が必要に!!

送水幹線を２重にすることによって緊急時でも
水道供給ができるように強化します。

人口減少に伴う給水人口、
水の使用量の減少
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千曲川右岸に
送水管を新たに
設置して２重化

配水池や浄水場、
水道管などの水道設備の
更新や耐震化ができる
ようになります。

水道料金の値上げの
幅を小さくし、将来を
担う子供たちの負担を
減らします。

水道事業に携わる
専門人材の育成・確保
が進むようになります

配水管の法定耐用年数はおよそ40年。
管路や水道施設の耐震化も必要です。
管路はおよそ15％、施設はおよそ50％
しか耐震化が進んでいません。

今後50年間で人口は現在の約6割に。
人口が減少傾向にあるため、使用する
水の量が確実に減ります。
そのため、水道施設等を維持整備する
ための資金(料金収入）が減り、
水道料金の値上げが必要になります。

人口減少や高齢化により
労働力も不足します。

赤線部分(千曲川右岸)に新
たに送水管を整備します。
送水管を2重にする整備は
莫大な資金が必要となりま
すが、国からの補助金を受け
ることで負担を抑えて整備す
ることが可能となります。

危機管理対策
水道施設等の
老朽化と耐震性不足

上田長野地域水道事業広域化研究会

配水池

浄水場

施設や管路の整備

水道料金

水道事業に携わる人材



給水人口の減少

給水人口は令和2年度（2020年度）と
比較して50年間で38％減少する見込み
〇坂城町は県企業局に含む

14

広域化による財政的な効果（事業統合し、国からの補助金を活用して水道施設の整備等を進めると、以下のような財政効果があります）

591,623 人
558,015 人

517,016 人

470,977 人

418,718 人

365,001 人

2020年 2030年 2040年 2050年 2060年 2070年

給
水
人
口
（
人
）

1）給水人口の推移
（上田市・千曲市・長野市・県企業局4事業合計）

有収水量※の減少

171,884 ㎥/日
161,859 ㎥/日

151,010 ㎥/日
138,870 ㎥/日

124,932 ㎥/日

110,611 ㎥/日

2020年 2030年 2040年 2050年 2060年 2070年

有
収
水
量
（
㎥

/日
）

2）有収水量の推移
（上田市・千曲市・長野市・県企業局4事業合計）

有収水量は令和2年度（2020年度）と
比較して50年間で36％減少する見込み
※有収水量とは蛇口から出た水のこと

223,784 ㎥/日
213,411 ㎥/日

199,116 ㎥/日
183,134 ㎥/日

164,795 ㎥/日

145,955 ㎥/日200,420 ㎥/日
184,010 ㎥/日

171,681 ㎥/日
157,889 ㎥/日

142,060 ㎥/日
125,797 ㎥/日

2020年 2030年 2040年 2050年 2060年 2070年

給
水
量
（
㎥

/日
）

一日最大給水量 一日平均給水量

給水量の減少

３）給水量の推移
（上田市・千曲市・長野市・県企業局4事業合計）

一日平均給水量は令和2年度（2020年度）と

比較して50年間で37％減少する見込み

一日最大給水量は令和2年度（2020年度）と

比較して50年間で35％減少する見込み

①給水戸数
（R7～R52平均）

②広域化の効果
（R7～R52合計）

③一戸当たりの効果
（②÷①÷46年間）

長野市 145,322戸 467億円 6,994円／戸／年

千曲市 17,216戸 71億円 8,947円／戸／年

坂城町 4,275戸 12億円 5,982円／戸／年

上田市 60,112戸 119億円 4,310円／戸／年

合 計 226,925戸 669億円 6,412円／戸／年

財政シミュレーションの結果、地域全体で、およそ50年間に669億円の住民等の料金負担軽減を図ることが可能であり、
仮に令和19年度に料金統一した場合、その後は事業統合の供給単価が最も低くなる結果が得られます。

供給単価(※）の推移 ※水道水１㎥あたりの販売価格

人口減少に伴う水需要の減少、施設の老朽化、深刻化する人材不足など、水道を取り巻く環境は厳しさを増しています。
こうした水道の直面する課題に対応し、水道事業の基盤強化等を国庫補助金により進め事業統合を図ると財政的な効果が得られる結果が出ています。

（坂城町は企業局に含む）

※企業局給水区域の効果を、各市町に配分した場合の市町別効果

長野市営水道 千曲市営水道 上田市営水道 企業局（県営水道）

千曲市営水道

長野市営水道
企業局（県営水道）

上田市営水道
事業統合

事業統合


