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　いわき市の頭文字「い」を図案化

したもので、本市の発展と融和団結、

円満、平和を表徴しています。

　　（昭和42年10月１日制定）

　わたくしたちいわき市民は、

１　元気で働き、豊かなまちをつくりましょう。

１　互いに助け合い、明るいまちをつくりましょう。

１　きまりを守り、住みよいまちをつくりましょう。

１　教養を高め、文化のまちをつくりましょう。

１　自然を愛し、緑のまちをつくりましょう。

昭和51年10月１日制定
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いわき市民憲章

（上水道・簡易水道合計） （平成30年３月31日現在）

平成29年度 平成28年度 平成27年度

（人） 343,258 346,119 347,552

335,566 338,194 339,454

334,751 337,332 338,569

給水区域内普及率 （％） 99.76 99.75 99.74

給水戸数 （戸） 139,073 138,861 137,881

給水件数 （件） 150,124 151,061 151,768

浄水施設 （箇所） 12 13 13

配水池 （基・池） 107・154 107・154 107・154

ポンプ場 （箇所・台） 86・196 86・196 87・200

年間配水量 （㎥） 44,106,894 43,997,191 44,672,606

１日平均配水量 （㎥） 120,841 120,540 122,056

年間有効水量 （㎥） 39,340,285 39,379,400 39,287,422

有効率 （％） 89.19 89.50 87.95

年間有収水量 （㎥） 37,806,160 38,173,905 38,058,731

有収率 （％） 85.71 86.76 85.19

導水管延長 （ｍ） 11,634 11,609 11,609

送水管延長 （ｍ） 23,126 23,241 23,402

配水管延長 （ｍ） 2,217,799 2,198,251 2,191,453

●収益的収支（税抜き）

　収益的収入 （千円） 9,654,770 9,721,271 10,296,929

　収益的支出 （千円） 7,384,710 7,112,701 7,450,380

●資本的収支（税込み）

　資本的収入 （千円） 2,720,801 1,346,294 1,721,779

　資本的支出 （千円） 8,644,014 6,561,352 5,871,916

供給単価（税抜き） （円） 221.78 221.07 220.58

給水原価（税抜き） （円） 178.31 170.19 179.40

職員数 （人） 168（10） 165（8） 168（11）

※管理者及び嘱託職員２人
　を含む。

※管理者及び嘱託職員２人
　を含む。

※管理者及び嘱託職員３人
　を含む。

(注)　１　行政区域内人口、給水区域内人口及び給水戸数については、避難者数を含む数値である。
　　　２　給水件数について、連合栓のうち水道局が各戸検針を行う私有メーターの数も含めた数値である。
　　　３　給水原価について、長期前受金戻入相当額を除いた数値である。
　　　４　職員数について、(　)内は内数で再任用短時間勤務職員数を表す。

本書における金額表示について
　○「税抜き」は、消費税及び地方消費税を含めない金額を表す。

○「税込み」は、消費税及び地方消費税を含めた金額を表す。

給水人口 （人）

統計早見表

項　　　目

行政区域内人口

給水区域内人口 （人）
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　　　○　基本計画：平成29年度～平成38年度（10年間）

　　　　　本市水道事業の理念・方向性・目標を示す。

　　　○　中期経営計画：平成29年度～平成33年度（５年間）

　　　　　具体的な施策の展開を示す。

（経営企画課）

　　　ン」を策定し、水道事業の将来像や進むべき３つの方向性のもと11の目標を掲げ、様々な

　　　取組を計画的に実施していくこととしている。

新・いわき市水道事業経営プラン　2017-2026

　　　　本市水道事業は、人口減少社会の到来による給水人口の減少や節水機器の普及等により

　　　水需要が減少傾向にあり、水道料金収入が減少する一方で、高度経済成長期に整備した施

　　　設の老朽化が進み、今後更新需要が増大することが見込まれ、今後の水道事業を取り巻く

　　　経営環境は極めて厳しい状況になるものと考えている。

　　　　これらの諸課題に対応するため、平成29年１月に、「新・いわき市水道事業経営プラ

目
標 

 目指すべき方向性を「安全」、「強靭」及び「持続」の３つとする。 

方
向
性 

安全でおいしい水道水の供給 

 
  
 水源から蛇口までの一元的
な対策の推進により、安心し
て飲める水道を目指す 

最適で災害に強い施設・体制

の整備 
  

 水需要や震災経験を踏ま
えた水道システムの見直し
により、効率的で災害に強
い水道を目指す 

持続可能な経営基盤の確立 

 
  
 本格的な人口減少社会に
あっても、不断の経営努力に
より、持続性のある水道を目
指す 

 方向性のもとに11の目標を掲げ、お客さまの視点に立って取組を実施。 

・ 専門性の維持とスキルアップに  

  努める 
・ 財務体質と組織の強化に努める 
・ 環境負荷低減に努める 
・ お客さまとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを推進 

  する 
・ 水道サービスの向上に努める 

・ 施設の最適化と安定化を図る 
・ 施設の健全化に努める 
・ 非常時対策を強化する 

・ 良好な水質を保持する 
・ 適正な水質管理を維持する 
・ 安心して飲める水道の普及促進 

  に努める 

基
本
理
念 

財
政
計
画 

 38の取組（施策）のもとで65の事業を展開。 

取
組 

・ 良好な水質の保持に向けた取 

  組（３） 
・ 適正な水質管理の維持に向け 

  た取組（３） 
・ 安心して飲める水道の普及促 

  進に向けた取組（２） 

・ 施設の最適化と安定化に向け 

  た取組（５） 
・ 施設の健全化に向けた取組 

  （５） 
・ 非常時対策の強化に向けた取 

  組（４） 

・ 専門性の維持とスキルアップに向け 

  た取組（２） 
・ 財務体質と組織の強化に向けた取 

  組（５） 
・ 環境負荷低減による社会貢献に向 

  けた取組（４） 
・ お客さまとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの推進に 

  向けた取組（２） 
・ 水道サービスの向上に向けた取組 

  （３） 

中期経営計画の５年間は、水道料金収入が減少する一方で、老朽化した施設の更新を進める必要があるなど、厳し
い状況にあるが、計画の最終年度である平成33年度末の資金残高は35億円程度が確保できる見込みである。 

   
「未来に引き継ぐいわきの水道」 

～安全でおいしい水を必要なだけ～ 

基本理念は、従前の基本理念を継承。 
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Ⅰ　事業の沿革と推移

  １　いわき市の概況

  ２　水道事業の沿革

   (1)　合併当時の水道事業

   (2)　いわき市上水道の創設事業

   (3)　専用水道統合事業

   (4)　いわき市上水道第一期拡張事業

   (5)　いわき市上水道第二期拡張事業

   (6)　いわき市上水道第三期拡張事業

   (7)　いわき市上水道第三期拡張事業変更

   <参考> 水道事業認可一覧

  ３　水道事業の推移

    (ｸﾞﾗﾌ)  人口及び水量の推移

    (図)  いわき市水道事業概況図

市の木　くろまつ（昭和46年10月１日制定）

市制施行５周年を記念して制定されました。

しています。

当地方の気候は、松の育ちに適しており、海岸線・浜街道

の松並木はひろく知られています。

松は百木の長といわれ、成長力が強く、本市の発展を象徴
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