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平成２９年１２月２７日 

上 下 水 道 局 

担当  総務部経理課 

電話  6 7 2 － 7 7 2 2 

平成３０年度当初予算編成の公開について 

上下水道局が策定を進めている，平成３０年度から今後１０年間の事業等の方向

性を取りまとめた「京（みやこ）の水ビジョン ―あすをつくる―」（仮称）では，

「京（きょう）の水からあすをつくる」の基本理念の下，厳しさを増す経営環境の

中においても，水道・下水道の基本的な役割をしっかりと果たすため，着実に事業

を推進することとしております。 

平成３０年度は，新たな経営ビジョン及びその前期５箇年の実施計画である 

「中期経営プラン（2018-2022）」（仮称）のスタートの年として，市会における御意

見を踏まえ，具体的な施策の実施を図ってまいります。 

また，平成３０年度予算編成に当たって，予算編成過程を積極的に公開し，市民

の皆さまとの情報共有を図る観点から，主な事業の概要等を公表します。 

なお，平成３０年度予算については，市会での審議を経て確定します。 
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私たち上下水道局は，安全・安心な水道水をつくり，下水をきれいにして川へ返

すことはもとより，地震や大雨等の災害から，まちとくらしを守ります。そして，

琵琶湖・淀川水系の中流域に位置する大都市として，下流域の水環境を保全するな

ど，水道・下水道の基本的な役割について，しっかりと責任を果たします。 

さらに，新しい技術の導入や周辺事業体との連携の強化を図るなど，京の水を 

“みらいへつなぐ”ために，挑戦し続けます。 

視点① 京の水をみらいへつなぐ 

目指す 
将来像 

・安全・安心な水道水をいつでも安定して利用できる 

・衛生的な生活と良好な水環境がいつまでも守られている 

・大規模地震が起こっても，水道・下水道を利用できる 

・大雨が降っても，浸水から生命・財産が守られている 

・周辺地域や海外を含め，広い視野で事業が運営されている 

視点② 京の水でこころをはぐくむ 

私たち上下水道局は，水道・下水道に関する情報を市民の皆さまに分かりやすく

伝え，皆さまの声を受け止め，ニーズに対応したサービスを提供し，期待に応え続

けることはもとより，京都ならではの「こころの創生」を重視し，文化や景観，そ

して地球環境に配慮した“こころをはぐくむ”事業運営に努めます。 

目指す 
将来像 

・一人一人のお客さまが安心して水道・下水道サービスを受けられる 

・京の水を支える琵琶湖疏水の魅力がいつまでも継承され，文化や景観

と融合した京都ならではの事業が展開されている 

・地球環境への負荷を最小限に抑え，事業が運営されている 

視点③ 京の水をささえつづける 

私たち上下水道局は，市民の皆さま，そして水道・下水道に携わる事業者の皆さ

まとともに，50年後，100 年後の将来にわたって“京の水をささえつづける”ため，

これまで培ってきた技術を確実に次世代へと継承しつつ，長期的な視点に立ち，安

定した経営を行います。 

目指す 
将来像 

・上下水道局の職員，市民や事業者の皆さまが一体となり，京の水道・

下水道が守り続けられている 

・世代間の負担の公平性が保たれており，健全な財務体質により事業が

運営されている 

（基本理念）京の水からあすをつくる 

「京の水ビジョン ―あすをつくる―」（仮称）の基本理念と取組の構成
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方針① つくる 
水源から蛇口までの水質管理を徹底し， 

安全・安心な水道水をつくります 

方針② はこぶ 
老朽化した管路の更新と耐震化を進め， 

水道水を安定してお届けし，下水を確実に集めます

方針③ きれいにする 
下水をきれいにして川へ返し， 

市内河川や下流域の水環境を保全します 

方針④ まもる 
市民の皆さまとともに，地震や大雨などの 

災害から，まちとくらしを守ります 

方針⑤ いどむ 
新しい技術を取り入れながら，周辺地域や海外を 

含めた広い視野で，未来に向けた挑戦を続けます 

方針① こたえる 
分かりやすく伝え，しっかりと声を受け止め， 

市民の皆さまの期待に応え続けます 

方針② ゆたかにする 
琵琶湖疏水の魅力を高め，地球環境にやさしい事業

運営により，まちやこころをゆたかにします 

方針① になう 
これまで培ってきた技術をしっかりと継承し， 

京の水の担い手を育て，きずなを強めます 

方針② ささえる 
50 年後，100 年後を見据えた経営を行い， 

将来にわたって京の水を支え続けます 
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視点① 京の水をみらいへつなぐ

方針① 

つくる
水源から蛇口までの水質管理を徹底し，安全・安心な水道水をつくります

新山科浄水場導水トンネルの更新 

原水を安定して取水するための 

導水トンネルの更新 

600 百万円
【水道】

地震等の災害時においても原水（水道水

のもとになる水）を安定的に取水するため，

市内の約半分の給水を担う新山科浄水場に

原水を運ぶ導水トンネルを更新する。

方針② 

はこぶ

老朽化した管路の更新と耐震化を進め，水道水を安定してお届けし， 

下水を確実に集めます 

京（みやこ）の水道管おそうじプロジェクト 

にごり水の発生を未然に防止する

水道管洗浄 

5 百万円
【水道】

老朽化した水道管は，長年の使用による

鉄さびの付着が原因で，にごり水が発生す

る可能性があることから，更新するまでの

間も安全・安心な水道水を供給するため，

「京(みやこ)の水道管おそうじプロジェク

ト」として，水道管内洗浄作業を計画的に

実施する。 

また，このプロジェクトへの従事を通じ

て若手職員への技術の継承を図る。

老朽化した水道管の更新と耐震化 

水道水を安定的に供給するため， 

老朽化した水道管の更新・耐震化を

スピードアップ 

9,400 百万円
【水道】

市民の命と暮らしを守り，産業の発展に

寄与する水道水を，将来にわたり安定的に

供給するため，老朽化した水道管の更新を

スピードアップするとともに，地震に強い

水道を整備する。 

なお，平成 30年度以降は，これまでの配

水管に加え，補助配水管（口径 75ｍｍ以下

の配水管）も含めた配水管全体で更新及び

耐震化を推進する。

水道管内洗浄作業

水道管更新工事

〈配水管更新〉

H29：1.0%（見込）
※配水管全体の更新率

（補助配水管含む）

H30：1.3%
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連絡幹線配水管の布設 

災害時にも安定して給水するため

の連絡幹線配水管の布設 

911 百万円
【水道】

地震等の災害による被害に備え，異なる

浄水場からでも給水を行うことが可能とな

るよう，給水のバックアップ機能（通常と

は別のルートで水道水を供給する機能）の

強化を図る。

鉛製給水管取替助成金制度 

宅地内における鉛製給水管の 

取替えを促進する助成金制度 

6 百万円
【水道】

宅地内に残存する鉛製給水管の取替えを

促進するため，工事費の一部を補助する助

成金制度を引き続き実施する。 

平成 30年度は，制度対象範囲を敷地境界

から水道メーターまでの間（一部道路含

む。）についても拡大するとともに，助成金

額（工事費の半額）の上限を 10 万円から

15万円に増額し，制度の利用促進を図る。

老朽化した下水道管の更新と耐震化 

老朽化した下水道管の計画的な 

更新と耐震化 

2,661 百万円
【下水道】

快適で衛生的な暮らしを支え，良好な水

環境を守る下水道を，将来にわたって安心

して使い続けるため，更生工法や布設替え

により，老朽化した下水道管の計画的な更

新と重要な下水道管の耐震化を進める。

既存の下水道管の更新（更生工法）
更新前 更新後
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方針③ 

きれいにする
下水をきれいにして川へ返し，市内河川や下流域の水環境を保全します

合流式下水道の改善 

大雨時にも河川の水環境を保全する 

合流式下水道の改善 

982 百万円
【下水道】

汚水と雨水を一本の管きょで合わせて流

す合流式下水道は，大雨時に汚水の混じっ

た雨水が河川に流出することがある。その

流出量を減らし，河川の水環境を守る「合

流式下水道の改善」を着実に進めることに

よって，平成 35年度に改善率 100％を達成

することを目指しており，平成 30年度は，

津知橋幹線等の整備を進める。

方針④ 

まもる

市民の皆さまとともに，地震や大雨などの災害から， 

まちとくらしを守ります

【新規】防災装備の充実 

災害対応力の強化に向けた 

防災装備の更なる充実 

33 百万円
【水道】

漏水やにごり水の発生のほか，地震や局

地的豪雨等の大規模災害への対応を強化す

るため，新たな給水車の配備，タブレット

端末の導入など，防災装備の更なる充実を

図る。

災害用マンホールトイレの整備 

避難所等における災害用マンホール

トイレ（地下部分）の整備 

230 百万円
【下水道】

災害時にも衛生的な生活環境を確保する

ため，避難所となる小中学校等（計 17箇所）

に災害用マンホールトイレ（地下部分）を

整備する。

一時的に貯留する
幹線を整備

下水道管
（合流式）河川 河川

改善前 改善後

大雨の時に汚水の混じった
雨水が一部河川へ・・・

給水車・応急給水の様子
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浸水対策の推進 

市民の命や財産を守り，「雨に強い

まちづくり」を実現する雨水幹線等

の整備 

3,660 百万円
【下水道】

市民の命や財産を守るため「雨に強いま

ちづくり」を推進し，大雨の時に雨水を取

り込む雨水幹線等の整備を進める。 

平成 30年度は，新川６号幹線，花見小路

幹線，松ケ崎調整池の供用を開始するとと

もに，山科川 13－1号幹線，伏見第３導水

きょの整備を継続する。また，伏見大手筋

地域における雨水管の整備や雨水ますの増

設等，きめ細やかな対策を引き続き実施す

る。

雨水貯留施設・雨水浸透ます設置助成金制度 

雨水貯留施設や雨水浸透ますの 

設置を普及促進する助成金制度 

13 百万円
【下水道】

●雨水貯留施設設置助成金制度 

住宅の屋根などに降った雨水を貯留し，

市街地への雨水の流出を抑制するととも

に，雨水の有効活用ができる「雨水貯留施

設」の普及を進めるため，助成金制度を引

き続き実施する。 

●雨水浸透ます設置助成金制度 

住宅の屋根などに降った雨水を地中に浸

透させ，市街地への雨水の流出を抑制する

「雨水浸透ます」の普及を進めるため，助

成金制度を引き続き実施する。

方針⑤ 

いどむ

新しい技術を取り入れながら，周辺地域や海外を含めた広い視野で， 

未来に向けた挑戦を続けます

【新規】未来へつながる技術の調査・研究 

下水道の水処理技術の調査研究 

13 百万円
【下水道】

事業が直面する課題や，将来を見据えて

解決すべき課題について，調査研究を進め

る。 

下水処理においては，処理水質の向上や，

省エネルギー化を推進するため，ＩＣＴを

はじめとした新技術を活用した更なる効率

的・効果的な水処理技術に関する調査研究

を行う。
水環境保全センターにおける水処理施設

雨水貯留タンク

しみこませる

ためる

雨

雨水浸透ます

施工中の雨水幹線（施設見学会）
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視点② 京の水でこころをはぐくむ

方針① 

こたえる

分かりやすく伝え，しっかりと声を受け止め，市民の皆さまの期待に 

応え続けます 

【新規】インターネットを活用したサービスの展開 

24時間利用可能なサービスの充実

21 百万円
【水道】

お客さまがインターネットを利用して

24 時間いつでも使用水量や料金などの確

認や，クレジットカード継続払いを申し込

むことができるサービスを開始する。

広報・広聴活動の展開 

鳥羽・蹴上の一般公開や街頭キャン

ペーン等の実施 

32 百万円
【水道・下水道】

「蹴上のつつじ」「鳥羽の藤」として，市

民の皆さまに親しまれている蹴上浄水場と

鳥羽水環境保全センターの一般公開を実施

し，浄水・下水処理過程の見学や各種イベ

ント等を通じて，水道事業・公共下水道事

業への理解を深めていただく機会とする。

また，「京（みやこ）の水・利き水大作戦」

などのイベントに加え，水需要の喚起にも

つながる入浴を促すことを目的に「京（み

やこ）の水・おふろキャラバン（お風呂の

魅力や効能などを啓発する街頭キャンペー

ンやワークショップ等）」を実施し，同キャ

ンペーンを充実させる。

ミスト装置の普及促進 

水道水を利用したミスト装置の 

普及促進 

7 百万円
【水道】

① 京（みやこ）の駅ミスト 

（京都駅前バスのりばへのミスト装置設置）

② 京（みやこ）のまちなかミスト 

（四条通バス停へのミスト装置設置） 

③ 澄都くんと元気にミストシャワー 

（保育所（園）・幼稚園等へのミスト装置設置）

④ ミスト装置の貸出し 

（各局区等主催イベント会場等でのミスト装置一時貸出し）

の４つの事業を実施し，真夏の熱中症 

対策や地球温暖化防止に効果のあるミスト

装置を市内各所に設置することで，ミスト

装置の普及促進を図る。
四条通バス停のドライ型ミスト装置 
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京（みやこ）の水飲みスポットの設置 

水道水のおいしさをアピールする

「京（みやこ）の水飲みスポット」

の設置 

3 百万円
【水道】

京都の水道水が“安全・安心”で，“おい

しく”，“高品質”であることを，広く市民

や観光客の皆さまに実感していただくた

め，「京（みやこ）の水飲みスポット」とし

て水飲み場の設置を進める。 

現在改築中の京都市役所新庁舎や京都市

美術館等，多くの観光客や市民が集まる観

光地や公共交通機関の駅等への水飲み場の

設置を促進する。 
（これまでの取組） 

・京都市役所前「こども夢広場」 

・「バスの駅」東山安井 ・岡崎公園 

・京都駅南口「みやこ夢てらす」・「サンクンガーデン」

・上下水道局南部営業所，太秦庁舎 

方針② 

ゆたかにする

琵琶湖疏水の魅力を高め，地球環境にやさしい事業運営により， 

まちやこころをゆたかにします 

琵琶湖疏水通船事業 

琵琶湖疏水通船の本格運行開始 

に伴う琵琶湖疏水沿線の魅力創造

及び発信 

44 百万円
【水道】

平成 30 年春から本格運航を開始する琵

琶湖疏水通船事業について，国の地方創生

推進交付金を活用して，関西圏を中心とし

たＰＲ活動の展開，リピーター獲得のため

の特別企画の実施のほか，疏水沿線の近代

化産業遺産等を活用した取組など，琵琶湖

疏水の魅力を高め，発信する事業を行う。

【新規】明治 150年関連事業 

明治期京都の一大プロジェクト 

「琵琶湖疏水」の魅力や先人の偉業

を伝える機会の創出 

77 百万円
【水道】

●琵琶湖疏水カフェ 

明治 150年関連事業の一環として，琵琶

湖疏水記念館において，水道水でつくった

コーヒー等を提供するカフェを，琵琶湖疏

水通船の本格運航に合わせて期間限定でオ

ープンする。 

●琵琶湖疏水記念館のリニューアル 

琵琶湖疏水記念館の情報発信力を強化

し，今なお京都市民の生活や事業活動を支

え続ける琵琶湖疏水の歴史や意義について

市民の皆さまはもとより幅広い層に伝えら

れるよう，開館 30周年に合わせた館内の展

示リニューアル等を実施する。

市役所前広場の水飲み場
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大規模太陽光発電設備の稼働 

環境に配慮した事業運営を推進する

ための大規模太陽光発電設備の稼働 

収入

161 百万円
【水道・下水道】

環境に配慮した事業運営を推進するた

め，松ケ崎浄水場，新山科浄水場，鳥羽水

環境保全センター及び石田水環境保全セン

ターに大規模太陽光発電設備を設置してお

り，二酸化炭素等の温室効果ガス排出量の

削減に貢献するとともに，発電した電力は

固定価格買取制度を活用して売却する。

【新規】下水汚泥固形燃料化施設の整備 

バイオマス資源の有効利用促進の

ための下水汚泥固形燃料化施設を

整備 

500 百万円
【下水道】

バイオマス資源(※1）である下水汚泥から

固形燃料を製造し，石炭の代替燃料等とし

て利用することで，焼却灰の発生量を削減

し（※2），最終処分場の延命化を図るととも

に，下水汚泥の有効利用の促進及び温室効

果ガス排出量の削減を目的に，鳥羽水環境

保全センター内に固形燃料化施設を整備す

る。 

※１ 動植物から生まれた，再利用可能な有機性の資源

（石油などの化石燃料を除く。）をいい，燃焼しても二酸

化炭素の総排出量は増加しないとされる。 

※２ 下水処理過程で発生する汚泥を焼却し，発生する

焼却灰は埋立処分している。

鳥羽水環境保全センターの太陽光発電設備
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視点③ 京の水をささえつづける

方針① 

になう

これまで培ってきた技術をしっかりと継承し，京の水の担い手を育て， 

きずなを強めます

【新規】技術継承に向けた体験型研修施設の整備 

技術継承に向けた体験型研修施設

の整備 

76 百万円
【下水道】

今後経験豊富なベテラン職員の多くが退

職していく中，技術継承と担い手の育成を

図るため，太秦庁舎内に整備した水道技術

研修施設に引き続き，鳥羽水環境保全セン

ター内に下水道事業に係る体験型研修施設

を整備する。 

方針② 

ささえる

50年後，100 年後を見据えた経営を行い，将来にわたって京の水を 

支え続けます

開閉栓作業の委託拡大 

全ての営業所で開閉栓作業の委託

化を実施 

500 百万円
【水道】

営業所の再編に合わせて，現地での開閉

栓作業の民間委託を全ての営業所に拡大す

る。 

また，既に委託化している水道メーター

点検業務と一体的に委託することで，柔軟

な現場対応を可能にし，より効率的な事業

運営に努める。

水環境保全センター水処理施設運転管理業務の委託 

鳥羽水環境保全センター吉祥院支所

における水処理施設の運転管理業務

の委託範囲の拡大 

230 百万円
【下水道】

鳥羽水環境保全センター吉祥院支所及び

石田水環境保全センターにおける水処理施

設の運転管理業務委託を引き続き実施する

とともに，鳥羽水環境保全センター吉祥院

支所において，委託内容に保守点検業務を

追加することにより，更なる民間活力の導

入を図る。

ベルトコンベアの点検・洗浄
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京都市上下水道局総務部経理課 

平成２９年１２月 


