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事務事業名 望月の郷及び富貴の平飲料水供給事業 事業開始年度 Ｈ 17 年度
事務事業コード 5222-3

担当部 地域局 担当課 望月支所 担当係 経済建設環境係

事業の
性質

簡易管理 法定
根拠

小規模水道維持管理指導要綱

通常管理

実施方法（全てチェック）

１．事業概要　「PLAN（計画）」

総合計画
上の

位置づけ

（ 章 ） 5.水と緑きらめく自然と共に生きる快適環境の創出

（ 節 ） 2.資源循環型社会の形成

（施策） 2.上水道

めざす
目的成果

※市民や地域がどのような状態になることをめざすのか

安全な飲料水の供給を行うことにより、利用者は安心して水を使うことができ、快適な生活を享受して
いる。

事業内容
(手段、手法など）

※どのような活動を行い、どのようなサービスを提供するのか

富貴の平飲料水供給施設
・富貴の平飲料水供給施設は、富士コンサル株式会社所有施設及び管理施設、又は個人所有の別荘に
  給水を行う施設であり、市が水道料等の徴収及び管理運営を行っている。
　なお、水源水については、長野県が定める小規模水道維持管理指導要綱に基づく水質検査を年１回、
　浄水については、給水を行う5月～10月までの6ヶ月間実施している。

望月の郷飲料水供給施設
・望月の郷飲料水供給施設については、望月サニーカントリー株式会社所有施設及び同事業者が管理
　する別荘地に給水を行う施設であり、市直営により水道料等の徴収及び管理運営を行っていたが、
　平成24年度に利用料金制による指定管理者制度を導入した結果、望月サニーカントリー株式会社を
　指定管理者に指定し、基本協定を締結した。

２．実施結果　「DO（実施）」

単位：千円 25 年度(決算）(千円） 26 年度(決算）(千円） 27 年度(予算）(千円）

コ
ス
ト

事
業
費

需用費 4,387 1,971 7,067
役務費 342 642 713
委託料 0
使用料・賃借料 11

旅費・工事請負費 431 14
事業費合計 5,160 2,613 7,805

人
件
費

常勤職員 0.55 人 3,817 0.65 人 4,414 0.65 人 4,414
非常勤職員等 時間 800 時間 768 800 時間

人件費合計 3,817 5,182 4,414
総事業費 8,977 7,795 12,219

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

4,414

地方債

OK 7,795 OK

その他特定財源 5,198 2,375 7,805
一般財源 3,779 5,420

12,219
H 26 年度 ※前年度に実際に実施した活動の内容や量

実施内容
水道施設の修繕、工事、水質検査及び利用料金の徴収等を実施した。

財源合計 OK 8,977

活動指標
※何をどのくらいやったかを

把握するためのものさし

指標の説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
25 （実績） 26 （実績） 最終目標値

25 （目標） 26 （目標） 27 （目標） 目標年度

給水戸数 利用対象世帯に給水した戸数 戸
228 247 ― 245

228 247 245 H 28 年度

給水事故発生に対する修繕
件数

水源ポンプ、送水管等の破損に
対する修繕件数

件
5 6 ― 10

10 10 10 H 28 年度
成果指標

※どのような効果があったかを
把握するためのものさし

指標説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
25 （実績） 26 （実績） 最終目標値

25 （目標） 26 （目標） 27 （目標） 目標年度

給水事故に対する苦情件数
給水事故の発生に対する修繕遅
滞に対する苦情の件数

件
0 0 ― 5

5 5 5 H 28 年度

水質基準が満たされなかった
回数

小規模水道維持管理指導要綱
に定められた水質基準の超過回
数

回
0 0 ― 0

2 2 1 H 28 年度

法定受託事務 義務的自治事務（定型） 任意の自治事務（定型）

義務的事務（不定型） 任意の自治事務（不定型）

市が直接実施 委託又は指定管理 補助金・負担金 その他



（ ）

（ ）

（ ）

平成 年度　業務委託、指定管理、工事請負、補助等対象団体の概要

Ｈ 金額

３．事業の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定
＜説明＞

望月の郷飲料水供給施設は、予定どおり平成24年度から指定管理者制度により運営している。
富貴の平飲料水供給施設は、修繕を5件実施したが、修繕の遅滞に対する苦情もなく、また、水質も全検査におい
て水質基準を満たすなど、安全な水を安定供給することができた。

ニーズの
方向性

判定

施設の維持管理に関する事務事業が増える。
＜説明＞

飲料水の安定的な供給を行うために老朽化した給水設備の改修業務が増大する。

市関与の
必要性

判定

＜説明＞

飲料水の供給は、利用者の生活に直結するものであり、安全性の確保や安定供給の面からも相応の引き受け者が
いない場合、第三者に管理運営を委託することは困難であり、市の関与が必要となる。

事業の
見直し余地

判定

＜説明＞

富貴の平飲料水供給施設について、同区域内で給水を受ける等、相応の条件を満たす者の申し出等がなされた
場合、指定管理者制度の適用も含め、管理運営の委託も想定される。

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

事業の方向性

（期間：H 年度～H 年度）

（時期： ） （時期： ）

投入資源
の方向性

事業費

労働量

今後の取組方針

富貴の平飲料水供給施設についても、同区域内で給水を受ける等、相応の条件を満たす者が無い状況の
中で、市が管理運営を行う。
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団体名等 費　目 概　要 26

望月サニーカントリー株式会社 利用料金制による指定管理者制度の適用 0 千円

千円

千円

千円

千円

千円

※指定管理、長期継続契約の場合は、団体名等の後に例のとおり記載してください。（例：■■■【指定管理（H22～H27）】）
※建設工事及び建設コンサルティング業務については、1行にまとめて記載可とする。（例：団体名等→㈱○○外●者、概要→○○工事外●件）

千円

計 0 千円

増加する方向にある 現状と変わらない 減少する方向にある

社会環境の変化によって、サービス対象者が増えている、増えることが予想される

社会環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想される
サービスの拡大や充実を求める意見・要望が増加している

その他

法令等により、市に実施が義務づけられている
民間が実施した場合、市民生活に深刻な影響が生じる
民間で実施することが、収益性や技術面の観点から難しい
市が何らかの関与（監督、指導等）をしないと、問題が発生する可能性がある
その他

民間委託や指定管理者制度の活用などの事業手法の見直しの余地がある

事業費や人件費などのコストを圧縮する工夫の余地がある

業務の進め方や手続き（業務プロセス）を簡略化・簡素化する余地がある

社会情勢やニーズの変化等により、サービスの対象・量・水準を見直す余地がある

受益者負担のあり方について見直す余地がある

成果を高める工夫の余地がある

その他

現状のまま継続 見直しして継続 休止

廃止・中止 完了今年度中 来年度 今年度中 来年度

まだ取組成果が十分にあがっておらず課題が解決しきれていないため、ニーズは今後も増える、増えることが予想される

目標よりも大きな成果が得られた 概ね目標の成果が得られた 目標とする成果が得られなかった

必要性が高い 必要性がある程度認められる 必要性が低い、ない

拡大 現状のまま 縮小

拡大 現状のまま 縮小

見直す余地がありすぐに実施 見直す余地があるが時間が必要 見直す余地がない
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望月の郷及び富貴の平飲料水供給事業  

１ 概要 

本事業は、佐久市飲料水供給施設給

水条例に基づき設置されている、望

月地区別荘地の内、富貴の平地区（春

日地区）と望月の郷地区（協和地区）

の２地区を対象とする水道事業。 

それぞれ、富貴の平飲料水供給施設、

望月の郷飲料水供給施設として保健

所への届出により運営。 

 
※飲料水供給施設・・・計画給水人口が 50 人以
上 100 人以下の水道施設。 
 

（１） 望月の郷飲料水供給施設 

創設 昭和 50 年（38 年経過） 

給水規模 189 件（平成 26 年度末） 

給水区域 標高 1,100ｍに位置する望月サニーカントリークラブに隣接するロ

ッジ、コテージ、300 区画の別荘団地。 

水道施設 

水源池は、望月サニーカントリークラブ構内にある２箇所の深井戸 

第１水源（102ｍを水中ポンプにより揚水） 

第２水源（150ｍを水中ポンプにより揚水） 

この両水源より圧送して機場ポンプ室へ送り、さらに配水池へ圧送。 

配水池から８ｋｍを配水管により自然落差式で別荘へ給水。 

管理形態 利用料金制による指定管理 指定管理者：望月サニーカントリー㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 富貴の平飲料水供給施設 

創設 昭和 47 年（41 年経過） 

給水規模 58 件（平成 26 年度末） 

給水区域 標高 1,800ｍ～1,900ｍ近辺の大河原峠付近に点在する別荘、リゾー

富貴の平水源地 

望月の郷別荘地 

富貴の平別荘地 

※ 

望月の郷第１水源

地 
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トマンション。 

水道施設 

水源池は、大河原峠直下、1,922ｍ付近にあり春日渓谷の伏流水を取

水。高低差 153ｍ距離 450ｍの配水池へ大型揚水施設によりポンプ

アップ。 

配水池は、標高 2,075ｍに位置し、貯水容量 150ｔ。 

自然落差式で高低差 200ｍ～100ｍ、距離およそ 8ｋｍ先の別荘、リ

ゾートマンションへ給水。 

途中、2 箇所の減圧槽を設置。 

管理形態 市直営（管轄 望月支所) 

 

市町村合併に併せて水道事業の統合を旧佐久市を管轄する「佐久水道企業団」

と旧望月町から継承した「佐久市望月水道」、「佐久市望月外１市水道企業団」

が協議を行い、次のとおり調整された。 

 

 

しかしながら、別荘地であること、水道メーターを設置されていないこと等の

理由により、佐久水道企業団から移管への合意が得られず、旧望月町が運営し

ていた 8 の水道事業の内、当該事業のみ市の運営となっている。 

平成 19 年 2 月 2 日、佐久市と佐久水道企業団において締結した協議書では、

第 4 条において、「佐久水道企業団に引き継がない事業資産のうち、現金預金

分については、当該事業による平成 13 年度から 17 年度までの 5 年間に係る

給水収益の構成比（別紙算出資料に基づき 6％）を、平成 18 年度決算におけ

る現金預金額に乗じて得た額とする。」と定められており、現金預金を分割し、

「飲料水供給施設事業基金」として管理し現在に至っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調整案】 

「佐久市望月水道」から上水道、布施簡易水道、長者原専用水道、頭無平飲料水

供給施設、合の沢飲料水供給施設を、「佐久市望月外１市水道企業団」から簡易水

道を「佐久水道企業団」に加入させ、加入事業に係る全ての債権、債務を平成 19

年 4 月１日から佐久水道企業団が無償で引き継ぐ。 
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給水状況の推移 

（１）望月の郷 

  ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

給水戸数 不明 不明 162  162  189  

水道使用料 7,299,000  6,986,000  指定管理による 

修繕・工事費 86,987  1,281,694  1,810,200 514,500 0 

役務費 357,582 

 

  

326,432  指定管理による 

電気料金 1,949,086  1,867,942  指定管理による 

（24 年度からは指定管理者の実績戸数、同 24 年度以降の修繕・工事については市支出分のみを表記） 

 

（２）富貴の平 
     

  ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

給水戸数 

個人 62  58  52  45  41  

富士コンサル㈱ 23  21  21  17  17  

合計 85  83  73  66  58  

水道 

使用料 

個人 1,926,400  1,806,000  1,655,500  1,414,700  1,384,600  

富士コンサル㈱ 1,211,900  1,226,950  1,172,750  1,166,750  1,044,511  

合計 3,130,300 

  

3,032,950  2,828,250  2,581,450  2,429,111  

修繕・工事費 0  1,707,300  968,100 

  

2,823,450  273,758  

役務費 357,582  326,431  245,500  342,000  642,000  

電気料金 974,332  1,087,923 1,334,533  1,404,250 1,650,185  

 

 

年度別基金の推移 

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

基金

26,819,000 

27,519,000 

30,942,000 

35,024,000 
35,024,000 

34,537,000 

31,988,000 

32,255,000 

19 20 21 22 23 24 25 26

19年度末

20年度末

21年度末

22年度末

23年度末

24年度末

25年度末

26年度末


