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1-1. 策定の趣旨

水道は、町民生活や都市活動を支える社会基盤施設であり、最も重要なライフライ

ンのひとつです。

美幌町では、「安全で良質な水をいつまでも安定して供給する」という目標を掲げ

ており、長期的な事業構想のもと、計画的に事業を行っていく必要があります。 

一方で、水道事業をとりまく環境は、人口の減少、水需要の低下に伴う料金収入の

減少、急速に整備されたことによる水道施設の老朽化、水道事業に従事する職員の退

職に伴う技術継承の問題など、水道事業にとって解決すべき課題がクローズアップさ

れてきており、本町においてもその対応が喫緊の課題となっています。 

厚生労働省は、平成 16 年に今後の水道に関する重点的な政策課題とその課題に対 

処するための具体的な施策及びその方策、工程等を包括的に明示する「水道ビジョン」 

を公表しました。これに伴い本町では、美幌町水道事業基本計画（平成 21 年度（20 

09 年度）～平成 30 年度（2018 年度））を「美幌町水道ビジョン」として平成 21 年 

２月に策定し、その概要を公表し、広く周知を図ってきました。 

しかし、厚生労働省は、水道をとりまく状況の大きな変化を踏まえ、水道ビジョン

の再改訂ではなく、来るべき時代に求められる課題に挑戦するための新しいビジョン 

として「新水道ビジョン」（平成 25 年３月）を公表し、「持続」「安全」「強靭」の３ 

つのテーマに沿って、今後の水道事業のあるべき姿を示しました。 

これを受け、本町では、安全で安心な水道水を将来にわたって安定して供給するた

めには、計画的な事業実施と水道事業経営の健全性の確保が必要との認識により、今

後の方向性を示すため「美幌町水道事業ビジョン」を策定しました。 

本ビジョンでは、これまで町民の生活や経済活動を支えてきた水道の恩恵をこれか 

らも享受できるよう、今から 50 年後、100 年後の将来を見据え、水道の理想像を明 

示するとともに、その理想像を具現化するために、今後、取り組むべき事項や実現方

策を提示しています。 
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水道ビジョン（平成 16 年 6 月策定・平成 20 年改訂） 厚生労働省 

【基本理念】世界のトップランナーとしてチャレンジし続ける水道 

関係者が共有すべき理念 

・これまでの１３０年間に先人達が築き上げて

きた地域の需要者との信頼に基礎を置き、地

に足のついた対応を図る。 

多くの課題 

・給水人口、給水量、料金収入の減少

・水道施設の更新需要の増大

・水道水源の水質リスクの増大

・職員数の減少によるサービスレベルの影響

・東日本大震災を踏まえた危機管理対策等

水道事業環境の変化 

美幌町水道ビジョン（美幌町水道事業基本計画）平成 21 年 2 月 

美幌町水道事業ビジョン 

安心して飲める水道 

適正な水質管理体制 

統合的アプローチによる対応 

危機管理に対応できる水道 

適切な施設更新、耐震化 

被災してもしなやかに対応 

町民から信頼され続ける水道 

長期的に安定した事業基盤 

人口減少社会を踏まえた対応 

新水道ビジョン（平成 25 年 3 月策定） 厚生労働省 

【基本理念】地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道 

水道の理想像 
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1-2. 美幌町水道事業ビジョンの位置付け

厚⽣労働省は「新⽔道ビジョン」（平成 25 年３⽉）を公表し、⽔道の理想像「安全
な⽔道、強靭な⽔道、そして⽔道サービスの持続」を⽰しました。

これに先⽴つ「⽔道ビジョン」を受け、北海道においても⽔道関係者の共通の⽬標
となる⽔道の将来像やその実現のための⽅策等を明確にし、関係者がその取組を推進
していくため、「北海道⽔道ビジョン」を策定しています。

これらを踏まえ、第６期美幌町総合計画及び美幌町まち・ひと・しごと創⽣総合戦
略等との整合を図りながら、⽔道事業の現状と課題を明確にし、平成 30 年度（2018
年度）から平成 39 年度（2027 年度）までの 10 年間の経営や基本的な考え⽅など⽔
道事業の中 期的な 向性を すものとして「美幌町⽔道事業ビジョン」を策定しま
した。

整合 

計画期間：平成 30 年度（2028 年度）から平成 39 年度（2027 年度） 

厚生労働省 

新水道ビジョン 

(平成 25 年 3 月)

北海道環境生活部環境局 

北海道水道ビジョン 

(平成 23 年 3 月)

整合 整合 

第６期美幌町総合計画 

（平成 28 年度（2016 年度）から

平成 38 年度（2026 年度））

美幌町水道施設耐震化計画 

整合 

水道管路整備計画 

水道施設整備計画 

基幹管路耐震化計画 

水安全計画 

美幌町 

まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（平成 27 年 10 月）
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1-3. 計画期間

美幌町⽔道事業ビジョンの計画期間は、平成 30 年度（2018 年度）から平成 39 年
度（2027 年度）までの 10 年間とし、中 期的な視点に った 標設定を います。
また、必要に応じ、事業の進捗状況のチェックを⾏い、この期間内に⽬標を達成でき
ない事業及び改善策については、平成 40 年度（2028 年度）以降も継続して推進して
いきます。

平成 30 年 3 月策定 

計画期間 

平成 30 年度（2018 年度） 

～平成 39 年度（2027 年度）

美幌町水道事業 

ビジョン 

計画期間 

美幌町 

水道ビジョン

美幌町水道事業

ビジョン 
（フォローアップ）

平成 21 年 2 月策定 

計画期間 

平成 21 年度（2009 年度） 

～平成 30 年度（2018 年度）

平成 40 年度【予定】 

計画期間 

平成 40 年度（2028 年度） 

～平成 49 年度（2037 年度）
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1-4. 美幌町水道事業ビジョンの策定フローと構成

美幌町⽔道事業ビジョンの策定にあたっては、「美幌町⽔道ビジョン」の達成度評
価が不可⽋であり、さらに厚⽣労働省が⽰した⽔道事業ビジョン作成の⼿引きを準拠
しながら、以下のとおり策定・公表していきます。

 

美幌町⽔道事業ビジョン策定フロー

美幌町水道事業ビジョン公表 

「美幌町水道ビジョン」の評価 

「美幌町水道事業ビジョン」策定 

ビジョン策定後の達成状況調査 

評価一覧表の作成 

美幌町水道事業の課題抽出 

資料収集・ヒアリング 

評価基準の設定（マトリクス） 

各政策目標の達成状況可視化 

実現方策の見直しと課題追加 

美幌町水道事業計画の見直し 
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美幌町⽔道事業ビジョンの構成は、「第６期美幌町総合計画 」「美幌町まち・ひと・
しごと創⽣総合戦略」との整合を図るとともに、今後の環境要因の変化を想定して課
題の抽出を⾏います。

さらに、美幌町⽔道事業ビジョンの理想像と施策⽬標を設定し、実現⽅策としての
各事業の年次計画を策定していきます。
　また、実現方策については地域住民にも分かりやすく、⾒える化を図るとともに必
要に応じて⾒直しを図れるようフォローアップ体制を構築します。

 
 

 

 

 

 
 

 

美幌町⽔道事業ビジョンの構成

Ⅰ. 

現状把握

第２章 美幌町水道事業の概要 

・美幌町の概要と将来人口推計

・美幌町水道事業の沿革

・水道施設の概要

・第６期美幌町総合計画

・美幌町まち・ひと・しごと

創生総合戦略

Ⅱ. 

現状評価

と 

課題抽出

第３章 美幌町水道事業の現状と課題 

・水道事業を取り巻く現状と環境要因

の変化

・人口減少とそれに伴う水需要構造、

料金収入の変化

・施設の老朽化と経年化の推計

・災害に強い水道施設の構築

・水道水源水質の保全に向けて

・職員の減少と行政サービス低下の可

能性

・資源やエネルギーの活用について

・水道事業経営の現状と今後の課題

・環境要因の変化

（内部環境、外部環境）

Ⅲ. 

水道の 

理想像 

第４章 美幌町水道の理想像 

・美幌町水道ビジョンの達成状況と評価

・美幌町が目指す水道の理想像
「水道事業ビジョン」 

「北海道水道ビジョン」 

Ⅳ. 

目標設定

と 

実現方策

第５章 美幌町水道事業ビジョンの 

目標設定と実現方策

・投資計画の検討

・美幌町水道事業ビジョンにおける目標

設定と実現方策
第６章 フォローアップ 
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