
（更新需要の増加） 

 

（企業債・資金の推移） 

 

（他団体と比較した経営状況） 

 

平成29年度の本町内の管路総延長は366,238ｍです。

現在、管路の法定耐用年数である 40 年を経過した経年

化管路は約 16％にあたる 59,603ｍであり、今後 10 年

間で法定耐用年数を経過する管路を含めると約 29％に

あたる 106,098ｍとなります。また、本町にはいまだ

に耐震化が行われていない管路が多く、今後、法定耐用

年数が到来する管路の増加が見込まれるため、管路等の

更新を計画的に実施する必要があります。特に重要管路

や重要給水施設管路の耐震化を優先的に行い、災害に強

い管路の整備を目指します。 図表 4 年度別布設延長 

図表 5 企業債残高と資金残高 

『投資の状況』を示す指標では、「経営の効率性（有収

率）」は他市町平均を下回っている状況であります。こ

れは平成 28 年 4 月に内子・小田地区１４簡易水道事業

を統合しましたが、当事業は管路が老朽化しており、漏

水が発生している管路が多く含まれていたことが影響

しています。 

『財務の状況』を示す指標では、「料金の水準（料金回

収率）」と「債務の重さ（一人当たり企業債）」は他市町

平均よりもやや下回っています。料金回収率が 100%を

下回っている要因は、毎年の人口減少により給水原価の

固定費部分を回収できていないことが影響しています。

また、一人当たり企業債は『投資の状況』で記載した簡

水統合に伴い、管路更新や耐震化対策に注力した結果、

悪化しています。一方で「資金余力（事業収益対資金残

高比率）」は安定した財源の確保により良好な数値とな

っています。 

本町では、「経営の効率性（有収率）」と「債務の重さ

（一人当たり企業債）」の指標数値改善に努めます。具

体的な取り組みとしては、将来にわたり企業債の発行を

抑制しつつ、自己財源や補助金等による財源確保により

漏水対策・耐震化や設備投資を推進します。また、人口

減少に伴う料金収入の減少に備えるため、料金改定の必

要性についても検討していきます。 

図表 6 経営指標の類似団体比較（レーダーチャート） 

※類似団体比較の対象として、 
愛媛県内の近隣 6 団体の平均値としています 

※▲：数値が高い方が良好、▼：数値が低い方が良好 、緑は類似

団体より悪化している指標です。 
図表 7 経営指標の類似団体比較（実績値）（平成 29 年度） 

企業債残高は、平成 26 年度から平成 27 年度にかけては減少しま
したが、平成 28 年度からは簡易水道事業の統合に伴い、設備投資
に注力した結果、増加傾向にあります。そのため、今後は管路統合
や耐震化対策に可能な限り自己財源や補助金を利用し、企業債の発
行を抑制する計画です。また、他会計繰入金を発行済企業債の償還
に充当し、企業債の残高を縮減することで債務状況の改善を推進す
る必要があります。 
資金残高は、平成 26 年度から平成 29 年度まで緩やかな右肩上が

りであり、平成 29 年度時点で 900 百万円に達しました。これは、
過年度と比較して設備投資に伴う支出を抑制したことが影響してお
り、近隣 6 市町の平均が 521 百万円であることを勘案すれば良好な
数値であるといえます。今後は施設の修繕や耐震化対策に伴い資金
需要が高まりますが、資金繰りが過度に悪化することのないよう注
意を払います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

（人口減少と水需要の動向） 

 本町の給水人口は、簡易水道事業と水道事業の統合により平成

27 年度から平成 28 年度にかけて 3,153 人増加し、その後はほ

ぼ横ばいで推移しています。一方で、本町の総人口は「内子町

まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン」において、令和 22

（2040）年には、現在よりも 2 割以上減少し、12,000 人程度

になることが見込まれています。また節水意識の向上及び省エ

ネ・節水機器の普及により、給水人口が横ばいでも有収水量が

低減する可能性もあります。こうした変化により水需要が低迷

し、給水収益の減少につながれば、水道事業の経営状況に影響

を及ぼします。さらに、施設の利用に対して施設の規模（能力）

が過大になることで施設利用率が低下し、効率的な経営に影響

を及ぼします。そのため、水道施設の更新の際には、水需要に

応じて施設規模の適正化を図る必要があります。 

 

第2章 水道事業の現状と課題 

図表 3 将来人口推計 

（水道ビジョン・経営戦略の策定趣旨） 

本町の水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。人口の減少や節水意識の向上、節水機器の普及など

を背景に、使用水量の減少に伴う給水収益の減少が見込まれています。そうした中で、現在までに拡張・整備し

た施設及び管路は竣工から長期間経過しており、老朽化が進んでいます。今後、こうした施設及び管路の大規模

な更新時期が到来するほか、災害時にも安定的な給水を行うための施設水準の向上等に向けた取り組みも求めら

れています。施設及び管路の更新や耐震化、施設水準の向上には多大な費用がかかることが想定されるため、今

後の水道事業の経営は今まで以上に厳しくなっていくことが見込まれています。 

このような環境の変化を踏まえ、本町では経営基盤の弱い簡易水道事業、具体的には平成 24 年に五十崎地区

簡易水道事業（簡易水道事業５施設・飲料供給施設２施設）、平成 28 年に内子・小田地区 14 簡易水道事業を上

水道事業に経営統合し、効率的な経営体制の確立と経営基盤の強化を図っています。こうした取り組みに加え、

水道施設や管路の計画的な更新を進め、施設や管路の健全性を維持していくためには、組織や事務事業の効率化、

施設管理の見直し等、経営基盤を強化するための取り組みを今まで以上に推進することが必要です。 

内子町水道ビジョン・経営戦略【概要版】 
2020（令和 2）年 3月 

第１章 計画の策定趣旨と位置づけ 

図表１ 内子町水道ビジョン・経営戦略の位置づけ 

 

このため、「内子町水道ビジ

ョン」に水道事業の理想像と

して掲げている「内子の森の

恵みの水  未来に届けよう

（安心・安全・持続・環境）」

の実現に向けて、中長期的な

経営の基本計画である「内子

町水道ビジョン・経営戦略」

を策定するものとします。計

画期間は令和 2 年度から令

和 11 年度の 10 年間です。 

 

 

1 2 

図表 2 給水人口の推移 

 

経営指標 内子町 
類似団体平

均 

数値

の見

方 

① 有収率 経営の効率性 72.17 80.40 ▲ 

② 管路更新率 老朽化の状況 2.64 0.57 ▲ 

③ 施設利用率 施設等の効率性 65.18 61.40 ▲ 

④ 料金回収率 料金の水準 90.42 97.80 ▲ 

⑤ 事業収益対資金残高比率 資金余力 259.78 158.82 ▲ 

⑥ 一人当たり企業債 債務の重さ 187.17 105.99 ▼ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5章 投資・財政計画 

（投資・財政計画シミュレーション結果） 

●成り行きのシミュレーション 

 現状の料金水準、かつ、基準外繰入がないものと仮定すると将来 10 年間にわたり当期純損失となり、料金回収率

は 82%前後で推移する見込みです。なお、令和 2 年度は予算数値のため、基準外繰入を予定しており、当期純利益

となっています。 

●料金改定をしたシミュレーション 

仮に令和 3 年度に 20％の料金改定を加味すると、令和 11 年度には基準外繰入がなくとも、10 百万円の当期純利

益となることが想定されます。また、料金回収率は 99.8%となり、目標である 100%をほぼ達成できます。ただし、

料金改定を実施するかどうかや、改定年度や改定率は現時点では未検討であり、住民の皆様に過度な負担を強いる

ことにならないよう、まずは経費削減に努め、経営改善を図ります。 

一方で、上記どちらの場合も一人当たり企業債残高は 172 千円程度になる見込みであり、財政目標 175 千円以下

を達成できます。しかしながら、依然として高い水準のため、企業債の発行抑制や早期償還について引き続き検討

していきます。 

第6章 水道ビジョン・経営戦略の事後検証等 

（計画の推進の点検・進捗管理の方法） 
水道ビジョン・経営戦略の推進のため、毎年度進捗管理（モ

ニタリング）を行います。 

また、水道ビジョン・経営戦略の計画期間は令和 2 年度～令

和 11 年度の 10 年間ですが、５年後の令和 7 年度に見直し（ロ

ーリング）を行う予定です。投資・財政計画に対する実績との

乖離を検証するだけでなく、将来予測や「収支ギャップ」の解

消に向けた取り組み等についても検証し、必要な見直しを行っ

ていきます。また、PDCA サイクル「計画の策定（Plan）-実施

（Do）-検証（check）-見直し（Action）」を実施し、目標の達

成状況や見直した次の水道ビジョン・経営戦略を住民のみなさ

まへ公表し、更なる経営の健全化に取り組みます。 

図表 12 PDCA サイクルのイメージ 

（投資・財政計画シミュレーションモデルの作成） 
● 一定の前提条件のもと、今後 10 年間の投資・財政計画シミュレーションを実施しました。 

（財政計画） 
 

 

 

本町の平成 29 年の料金回収率 90.42%は近隣類似団体平均 97.80%を下回っています。そのため、経費の削減に

ついて最大限努力し、必要があれば料金改定を行うかどうかについても検討を行い、令和 11 年度に料金回収率 100%

を確保することを目標とします。 

また、平成 29 年において、一人当たり企業債残高は 187.17 千円であり近隣類似団体平均 105.99 千円よりも大

きいことから、住民一人当たりの債務負担が重い状況にあることがわかります。そのため、将来の投資においては、

可能な限り企業債の発行に頼ることなく、自己財源や補助金等の財源を活用して投資を行うことで、令和 11 年度に

は、一人当たり企業債残高を 175 千円以下となることを目指します。 

（投資計画） 
 

（令和11年度までの重要な財政目標） 
◆料金回収率 100%を確保する。 ◆一人当たり企業債高 175 千円以下を目指す。 

第3章 経営の基本理念と基本方針 

基本理念を実現するために、内子町では総務省通知「公営企業の経営に当たっ

ての留意事項について」を踏まえた「内子町水道ビジョン・経営戦略」を策定

し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組んでいきます。 

第4章 水道事業の効率化・健全化への取り組み 

（令和11年度までの重要な投資目標） 

◆有収率 80%以上とする。  

◆管路更新率を 0.8%以上とする。 

◆基幹管路耐震適合率を 40%以上とする。 

 

基本理念 内子の森の恵みの水 未来に届けよう（安心・安全・持続・環境） 

基本方針 

『投資の基本方針』 

施設の劣化状況を定期点検等により把握し、適宜、補修を行って

維持管理を行い、長寿命化を図ります。また、施設の更新を計画的・

効率的に進めるとともに、更新時には耐震性や維持管理効率の向上

を図ります。 

『計画期間内に実施する固定資産の投資計画』 

上述の投資の基本方針を受け、今後 10 年の計画期間内に実施を

予定している主な投資は以下及び図表 8 の通りです。 

本町は有収率が他団体平均よりも低いことから漏水対策を実施す

る必要があります。また、平成 28 年に簡水統合したことに伴い、

老朽化した施設が増加したため、耐震化や修繕のために継続的なメ

ンテナンスを計画していく必要があります。 

図表 8 10 年間の投資計画 
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3 

管路:令和 2 年度に 60 百万円の投資をし、令和３年度から令和７

年度の 5 年間は小田地区の施設統合（新規投資）に 340 百万円ず

つ投資。令和８年度からは、毎年 200 百万円の投資を計画 

構築物: 配水池の耐震化対策のために令和８、９年度に 250 百万

円ずつ投資を計画 

その他設備等: 遠方監視システムの整備に令和２年度に単年度で

100 百万円を投資 

 

図表９ 麓配水池 

図表 10 成り行きの投資・財政計画シミュレーション 図表 11 料金改定をした投資・財政計画シミュレーション 


