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静岡県企業局経営戦略（第４期中期経営計画） 平成30年度の進捗状況

１ 要旨

『サービス供給体制の充実と経営基盤の強化』を経営理念とする「静岡県企業局経営

戦略（第４期中期経営計画）」を計画的に実施し、効果的かつ効率的な事業の推進を図る

ため、平成30年度の進捗状況を検証し、評価を行う。

２ 評価方法等

(1)対象

①行動計画（指標（数値目標）の達成状況及び事業の実施状況）

②財政収支

③経費節減の取組

(2)指標（数値目標）の評価区分

【１】各年度の目標値の達成率を評価する指標

原則として、各年度の目標値の達成率で評価する。

【２】目標値の達成の有無を評価する指標

事業の健全経営を図る財務指標は、「達成率（％）」ではなく、達成の有無で評価

する。

評価区分 達 成 状 況 目安（目標値達成率）

Ａ 目標を達成している。 100％

Ｂ 実績値から判断し、ほぼ目標を達成している。 90％以上100％未満

Ｃ 実績値に遅れが見られる。 50％以上90％未満

Ｄ 目標達成に向け、より一層の推進を要する。 50％未満

評価区分 達 成 状 況

○ 目標値を達成できたもの

× 目標値を達成できなかったもの
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３ 検証・評価

（1） 工業用水道事業

① 数値目標の達成状況

全 14 項目中Ａが５件、Ｂが１件、Ｃが２件、Ｄが２件、○が４件で、数

値目標は概ね達成している。（全 14 件に対し、Ａ＋Ｂ＋○の合計 10 件の

割合 71.4％）

・適正な維持管理の実施と施設・管路の計画的な更新のうち長期修繕・改良計

画の着実な推進は、諸条件の調整に不測の日数を要したため、一部の事業が

翌年度繰越となった結果、計画を下回りＣとなった。

・経営基盤の強化のうち、浄水場施設見学者数は、小中学校の社会科見学等広

く受けているが、目標人員数を下回りＣとなり（工・水共通）、給水区域内の

新規需要の拡大は、受水を予定していた企業の新規給水申込が翌年度にずれ

込んだため、計画を下回りＤとなった。

② 事業の実施状況

Ⅰ 人材の育成と組織体制の充実

Ⅰ－１ 技術力や経営ノウハウの維持・向上

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

長期的な視点に

立った職員育

成、技術の組織

的継承

（工・水共通）

水道技術研修施設等を活用した技術研修

を開催し 30 年度の研修修了者割合は、99％

である。

またベテラン職員が有する技術の継承に

おいて、文字情報にし難いものについては、

自前による動画（ナレッジ動画）で技術継

承をすることに取り組み始めた。

研修は、概ね計画どおり修了

することができた。昨年不参加

であった職員の参加も含め、今

年度も計画的に研修を進めて行

く。

ナレッジ動画は、ワーキング

グループにより、計画的に作成

していく。

事故・災害時の

迅速な応急復旧

が可能な体制の

維持・拡充

（工・水共通）

事故や災害時に迅速な対応ができるよう

に、ユーザー各社とメールによる情報伝達

訓練などの防災訓練を実施し、復旧体制を

確認している。

担当者の異動等もあるため、

情報伝達フローを確認する必要

があることから、今年度も計画

的に防災訓練を実施し、事故や

災害時に迅速な対応ができるよ

うに体制を整えていく。

課 題

数値目標の達成状況区分

【１】 【２】
計

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ○ ×

Ⅰ 人材の育成と組織体制の充実 １ １

Ⅱ 適正な維持管理の実施と

施設・管路の計画的な更新
４ １ ５

Ⅲ 経営基盤の強化 １ １ ２ ４ ８

計 ５ １ ２ ２ ４ １４
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Ⅱ 適正な維持管理の実施と施設・管路の計画的な更新

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

民間的経営手法

の調査・研究

経済産業省の説明会や日本工業用水協会

の会議等により、工業用水道分野における

PFIの実施状況等について調査を行った。

本県企業局に適した事例は

なかったため、当面は費用対効

果が高い現在の民間委託で対

応し、引き続き経済産業省にお

けるコンセッション方式導入

の取組状況を注視しつつ、効果

的な導入方法の調査、検討を進

める。

Ⅱ－1 維持管理と水質管理の徹底

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

効率的な維持管

理の徹底と最小

限の更新

日常の運転管理及び管路や施設等の定期

点検により、不具合箇所の早期発見に努め

た。

初生浄水場の薬品注入管の修繕等、迅速

に対応することにより長寿命化を図った。

引き続き日常の運転管理や定

期点検を着実に行い、施設の長

寿命化に努めていく。

工業用水道供給

水質標準値を目

標とした良質な

水の供給

６つの浄水場すべてにおいて、一年を通

じて「工業用水道供給水質標準値」を満足

する良質な水を供給できた。

引き続き水源状況を注視して

いくと共に、適切な浄水場の運

転及び維持管理に努めていく。

台風、事故等に

より水質が悪化

した場合のユー

ザーへの迅速か

つ的確な情報提

供

台風等に起因する濁度上昇が、富士川工

水にて10回発生したが、いずれも関係ユ

ーザーに対して事前に情報を提供したた

め、混乱は生じなかった。

また、富士川工水にて油混入の水質事故

が３回発生したが、関係ユーザーに対して

は迅速に情報を提供することで対応し、再

発防止のためオイルフェスンスを設置し

た。

台風14号では停電が生じた施設もあっ

たが、送水への影響はなかった。

水質悪化時の情報を迅速に提

供したことにより、ユーザー側

では自己水源に切替える等の対

応を事前にとることができた。

引き続き水源状況を注視して

いくと共に、水質事故等の発生

時には、影響のある企業に対し

速やかな情報提供と調整を行っ

ていく。

Ⅱ－２ 耐震化の推進

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

第３期耐震計画

に基づく耐震工

事の実施

計画に基づき、Ｈ30は厚原浄水場配水池

の耐震工事（H30-32）などを推進してい

る。

管路については、累計で137.2Km と計画

(135.1Km)を上回る耐震化を行った。

概ね計画どおり、耐震化を進

めることができており、引き続

き計画を推進していく。

危機管理マニュ

アルやＢＣＰの

随 時 見 直 し

（工・水共通）

気象庁が「東海地震に関連する情報」に

替え、「南海トラフ地震に関する情報」を

発表するものとした。これを受け、初動対

応について、31年 3月に局危機管理マニュ

アルの一部修正を行った。

今年度も必要に応じて、マニ

ュアルやＢＣＰを随時見直して

いく。
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Ⅲ 経営基盤の強化

Ⅲ－１ 事業に対する顧客・県民の理解の促進

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

ユーザー等に対

する説明責任を

果たす

事業、経営及び料金への理解を深めても

らうため、ユーザー企業との説明会を計８

回行い、施設の整備状況や料金制度の仕組

み、経営情報等を公開した。

工業用水毎に意見交換会やユ

ーザー訪問等を実施しすること

で、事業等への理解を深めても

らうことができた。

引き続き、ユーザーに対して

事業の経営状況等について丁寧

な説明を行い、事業の安定的な

運営に理解を求めていく

Ｋリリースやホ

ームページなど

による情報提供

の充実

Ｋリリースにおいて、ユーザーに対し月

次の使用水量実績報告を実施したほか、管

路マップの活用等、新規需要開拓の取組を

紹介した。ホームページは、雑用水として

利用可能であることを強調する等の改良を

行った。

Ｋリリースへの掲載やホー

ムページの改良により、ユーザ

ーへの情報提供の充実が図られ

た。これらに加え、チラシ等の

媒体を活用し、引き続き工業用

水道事業のＰＲに努めていく。

浄水場施設見学

者受入れや管路

ウオーキングの

実施

（工・水共通）

浄水場の見学については、県民の日の一

般見学のほか、小中学校の社会科見学等を

随時受け入れた。（延べ96回、4,918 人）

管路ウォーキングについては、東部は富

士川水管橋、西部は三方原用水路において

実施した。（東部西部各1回、計62人）

浄水場施設見学者数は 4,918

人と計画に達しなかったが、今

後はより効果的な広報を行い、

見学者の増加につなげていく。

Ⅲ－２ 事業継続を可能にする健全経営の維持

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

未利用財産の売

却

西遠工業用水の未利用土地である神原浄

水場用地42千㎡余を一般競争入札により

売却した。

引き続き資産の必要性を検討

の上、未利用資産の売却を積極

的に進めていく。

財務指標の健全

性

経常収支比率、資金不足比率、固定資産対

長期資本比率いずれの指標も目標を達成

し、内部留保資金は給水収益の 18か月分以

上を確保した。

引き続き財務の健全性の

確保に努める。

Ⅱ－３ 長期修繕・改良計画の着実な推進

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

第５期長期修

繕・改良計画に

基づく計画的な

施設・管路の更

新

計画23件に対して、実績は12件に留ま

り、達成率は52%であった。

これは、道路管理者や埋設物管理者等との

工事に関する協議・調整に不測の日数を要

したことにより、一部の事業が翌年度への

繰越を余儀なくされたためである。

関係者との調整を要する案件

では、早目に相手方と接触し、

対応方針の決定に取り組む。

また、今年度への繰越案件

は、早期完成に努める。
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③ 財政収支

（単位：百万円）

・収益は、料金改定時期がずれ込んだことにより給水収益が減少した一方、未

利用資産の売却による特別利益の計上などにより計画額を上回った。費用は、

委託料の増などにより維持管理費が増加し計画額を上回った。その結果、損

益は計画額を下回ったが黒字を維持した。

・資本的収支は、建設改良工事の繰越などによる収入、支出はともに計画を下

回り、債権を購入したことから差引は計画を下回った。累積資金は、購入し

た債権の残高 10 億円を含めれば、計画額を僅かに上回り、企業債残高は計

画額を下回った。

・年間配水量は、東駿河湾の超過水量が計画量を上回ったことなどから計画額

を上回った。

Ⅲ－３ 給水区域内の新規需要の拡大

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

新規需要の拡大

管路位置図を作成し、営業チラシとセッ

トで管路近傍事業所や商工団体等に配布し

た。

関連市町・商工団体等のほか、建設・不

動産業界と連携して、チラシの配布、メル

マガの配信、企業説明等を実施し、工業用

水道の周知及び利用拡大に努めた。

引き続き給水区域内の団体

等から情報収集を行いなが

ら、需要拡大に努める。

Ｈ30決算見込 H30財政収支計画 差引

　収　益 4,591 4,389 202

給水収益 3,992 4,120 △ 128

その他 599 269 330

　費　用 4,263 4,044 219

維持管理費 1,848 1,609 239

減価償却費 1,578 1,561 17

支払利息 164 168 △ 4

その他 673 706 △ 33

328 345 △ 17

累積損失 ― ― ―

　収　入 1,488 2,252 △ 764

企業債 790 1,409 △ 619

国庫補助金 71 121 △ 50

その他 627 722 △ 95

　支　出 3,421 2,858 563

建設改良費 1,435 1,870 △ 435

企業債償還金 980 980 0

その他 1,006 8 998

△ 1,933 △ 606 △ 1,327

6,207 7,163 △ 956

8,833 9,855 △ 1,022

266,804 265,729 1,075

区　　　　分

損益

差引

累積資金

企業債残高

年間配水量（千ｍ3）

収
益
的
収
支

資
本
的
収
支
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（2） 水道事業

① 数値目標の達成状況

全 12 項目中Ａが５件、Ｂが１件、Ｃが２件、○が４件で、数値目標は概

ね達成している。（全 12 件に対し、Ａ＋Ｂ＋○の合計 10 件の割合 83.3％）

・適正な維持管理の実施と施設・管路の計画的な更新のうち長期修繕・改良計

画の着実な推進は、繰越工事及び施設点検の結果が良好であった設備の更新

を後年度に見送ったことで計画を下回りＣとなった。

・経営基盤の強化のうち浄水場施設見学者数は、小中学校の社会科見学等広く

受けているが、目標人員数を下回りＣとなった（工・水共通）。

② 事業の実施状況

Ⅰ 人材の育成と組織体制の充実

Ⅰ－１ 技術力や経営ノウハウの維持・向上

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

長期的な視点に

立った職員育

成、技術の組織

的継承

（工・水共通）

水道技術研修施設等を活用した技術研修

を開催し 30 年度の研修修了者割合は、99％

である。

またベテラン職員が有する技術の継承に

おいて、文字情報にし難いものについては、

自前による動画（ナレッジ動画）で技術継

承をすることに取り組み始めた。

研修は、概ね計画どおり修了

することができた。昨年不参加

であった職員の参加も含め、今

年度も計画的に研修を進めて行

く。

ナレッジ動画は、ワーキング

グループにより、計画的に作成

していく。

事故・災害時の

迅速な応急復旧

が可能な体制の

維持・拡充

（工・水共通）

事故や災害時に迅速な対応ができるよう

に、ユーザー各社とメールによる情報伝達

訓練などの防災訓練を実施し、復旧体制を

確認している。

担当者の異動等もあるため、

情報伝達フローを確認する必要

があることから、今年度も計画

的に防災訓練を実施し、事故や

災害時に迅速な対応ができるよ

うに体制を整えていく。

民間的経営手

法の調査・研究

コンセッションの導入を推進する水道法

改正について、厚労省主催の説明会や日本

水道協会の会合等で情報収集に努めた。

コンセッション導入について

は、技術が継承されない等の懸

念もあることから、引き続き全

国の動向を注視していく。

課 題

数値目標の達成状況区分

【１】 【２】
計

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ○ ×

Ⅰ 人材の育成と組織体制の充実 １ １

Ⅱ 適正な維持管理の実施と
施設・管路の計画的な更新

４ １ ５

Ⅲ 経営基盤の強化 １ １ ４ ６

計 ５ １ ２ ４ １２
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Ⅱ 適正な維持管理の実施と施設・管路の計画的な更新

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

広域化に向け行

政経営研究会へ

の用水供給事業

者としての参画

行政経営研究会が設置した「水道事業の

広域連携等」について、用水供給区域を含

む駿豆、大井川、遠州の「地区別検討会」

及び全体会に出席し、市町の経営戦略策定

状況等を確認するほか、必要な支援を行っ

た。

新たに庁内連携体制として

「水道事業の基盤強化を図る広

域連携推進会議」が設置された

ことから、引き続き水供給事業

者として参画していく。

大井川企業団と

の統合に向けた

検討

企業局、企業団、牧之原市、御前崎市で

構成される「榛南水道統合に関する検討

会」に４回参加し、用水供給方法、経費負

担方法等を検討した。

なお、平成31年３月に策定された企業

団の経営戦略に「榛南水道との統合」が明

記された。

企業団の令和３年度の統合方

針決定に向けて引続き検討して

いく。

Ⅱ－1 維持管理と水質管理の徹底

項目 経営戦略 30年度の取組実績

効率的な維持管

理の徹底と最小

限の更新

日常の運転管理や定期的な点検により不

具合の早期発見・早期修繕を実施して施設

の長寿命化を図った。寺谷浄水場の薬液注

入設備では注入管に液漏れが発生したが、

緊急修繕を実施するなどして水道水の安定

供給を果たした。

今後も引き続き適切な維持管

理を行い、水道用水の安定供給

に努める。

安全・安心でお

いしい水道用水

の供給

水質検査計画に基づき企業局独自の目標

値と検査頻度を設定して浄水管理を行い、

年間を通じて、安全・安心でおいしい水道

水の供給を果たした。

水質管理センターでは、遠州水道都田浄

水場において、渇水時等に天竜川、都田川

の異なる水質の２水源を相互融通する際に

も、安定して基準を満たす水道水が供給さ

れるよう水質管理を行った。

水源から給水点までのリスク

に対応した水質監視を実施し、

安全な水を供給する。

Ⅱ－２ 耐震化の推進

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

第３期耐震計画

に基づく耐震工

事の実施

計画に基づき、畑ポンプ場などが完成し

たほか、寺谷浄水場浄水池の耐震工事

（H30-32）などを推進している。

管路については、累計で 214.8Km と計画

(211.3Km)を上回る耐震化を行った。

概ね計画どおり、耐震化を進

めることができており、引き続

き計画を推進していく。

危機管理マニュ

アルやＢＣＰの

随時見直し

（工・水共通）

気象庁が「東海地震に関連する情報」に

替え、「南海トラフ地震に関する情報」を

発表するものとした。これ受け、初動対応

について、31年 3月に局危機管理マニュア

ルの一部修正を行った。

本年度も必要に応じて、マニ

ュアルやＢＣＰを随時見直して

いく。
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Ⅲ 経営基盤の強化

Ⅲ－１ 事業に対する顧客・県民の理解の促進

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

市町に対する説

明責任を果たす

駿豆、榛南、遠州の各事業において、受

水市町を構成員とする「水道担当課長会

議」を各１回開催し、経営状況の説明及び

意見交換を実施した。

受水市町の、水道事業につい

ての理解を深めた。引き続き、

受水市町に対し丁寧な説明を実

施していく。

Ｋリリースやホ

ームページなど

による情報提供

の充実

Ｋリリースにおいて市町に対して月次の

使用水量実績報告を実施した。

水道事業ごとの水の使用状況

を広報することができた。

引き続き、Ｋリリースを活

用して水の使用状況に関する広

報を実施していく。

浄水場施設見学

者受入れや管路

ウオーキングの

実施

（工・水共通）

浄水場の見学については、県民の日の一

般見学のほか、小中学校の社会科見学等を

随時受け入れた。（延べ96回、4,918 人）

管路ウォーキングについては、東部は富

士川水管橋、西部は三方原用水路において

実施した。（東部西部各1回、計62人）

浄水場施設見学者数は 4,918

人と計画に達しなかったが、今

後はより効果的な広報を行い、

見学者の増加につなげていく。

Ⅲ－２ 事業継続を可能にする健全経営の維持

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

財務指標の健全

性

経常収支比率、資金不足比率、固定資産

対長期資本比率いずれの指標も目標を達成

し、内部留保資金は給水収益の 16 か月分

以上を確保した。

引き続き財務の健全性の確

保に努める。

Ⅱ－３ 長期修繕・改良計画の着実な推進

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

第 ５期長期 修

繕・改良計画に

基づく計画的な

施設・管路の更

新

目標 80件に対して、実績は 67件に留ま

り、達成率は 84%であった。

これは、施設点検の結果が良好であった

都田浄水場沈殿池設備等の更新を、後年度

に見送ったためである。

引き続き、施設点検結果を踏

まえ、計画に基づいて必要性を

吟味したうえで施設更新を進め

ていく。

なお、施設を原因とする大規

模な事故・断水は発生しておら

ず、安定供給できている。
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③ 財政収支

（単位：百万円）

・収益は、概ね計画どおりとなった。費用は、修繕料等の減による維持管理費

の減少などにより、計画額を下回った。その結果、損益は計画額を上回り、

経営状況は安定している。

･資本的収支は、状態が良好であった施設・設備の更新に係る建設改良工事を

後年度に見送るなどしたことによる収入、支出はともに計画を下回り、債権

を購入したことから差引は計画を下回った。購入した債権の残高 10 億円を

含めた累積資金は、前計画期間の残高が増加したことから計画額を上回り、

企業債残高は計画額を下回った。

・年間配水量は、概ね計画量どおりであった。

Ｈ30決算見込 H30財政収支計画 差引

　収　益 6,489 6,484 5

給水収益 5,899 5,894 5

その他 590 590 0
　費　用 5,359 5,461 △ 102

維持管理費 1,882 1,984 △ 102

減価償却費 2,401 2,425 △ 24
支払利息 301 304 △ 3

その他 775 748 27

1,130 1,023 107

累積損失 ― ― ―
　収　入 624 631 △ 7

企業債 410 459 △ 49

補助金等 190 172 18

その他 24 0 24

　支　出 3,859 3,654 205

建設改良費 1,786 2,551 △ 765
企業債償還金 1,062 1,068 △ 6

その他 1,011 35 976

△ 3,235 △ 3,023 △ 212
7,986 7,231 755

13,963 14,143 △ 180

77,891 77,869 22

区　　　　分

損益

差引

累積資金

企業債残高

年間配水量（千ｍ3）

収
益
的
収
支

資
本
的
収
支
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（3) 地域振興整備事業

① 数値目標の達成状況

全５項目中Ａが１件、Ｄが２件、○が２件であった。（全５件に対し、Ａ

＋Ｂ＋○の合計４件の割合 60.0％）

・多様な企業ニーズに対応した工業用地等の適時・適切な供給のうち、新規工

業用地等の造成は、購入を予定している事業者の地元調整が遅れたことによ

り事業化が遅れ、計画を下回りＤとなった。

・新規工業用地等の供給は、「富士山麓フロンティアパーク 小山」が完売に至

らなかったこと等により、計画を下回りＤとなった。

② 事業の実施状況

Ⅰ 多様な企業ニーズに対応した工業用地等の適時・適切な供給

Ⅰ－１ 工業用地開発情報の収集

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

経済指標やアン

ケート等を活用

した企業の投資

動向についての

情報収集

企業局と知事直轄組織・経済産業部が連

携した「国内産業振興プロジェクトチー

ム」において経済産業部の市町ヒアリング

調査、工場立地動向調査の結果等について

情報交換を行った。

企業動向の把握につながった

ため、今後も継続していく。

経済産業部や東

京・大阪事務所、

市町との情報交

換、情報収集

県の関係部局で構成される企業立地情報

連絡会、国内産業振興プロジェクトチーム

の場で情報交換するとともに、連携して企

業訪問を実施し、企業情報の収集を行っ

た。

お互いの情報を共有・活用し

て企業訪問に繋げることができ

たため、今後も継続していく。

金融・建設・不動

産会社等の訪問

企業立地推進課、東京・大阪事務所と連携

して訪問し、企業情報の収集を行った。

「富士山麓フロンティアパーク 小山」完

成内覧会の案内も、連携・分担して実施し

た。

訪問先を分担する等効率化が

図られ、収集した情報をフィー

ドバックして次の訪問先（情報

収集先）を選定する等、結果を

活用することができたため、今

後も継続していく。

課 題

数値目標の達成状況区分

【１】 【２】
計

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ○ ×

Ⅰ 多様な企業ニーズに対応した工

業用地等の適時・適切な供給
１ ２ ３

Ⅱ 新たな事業展開と経営の健全性

の確保
２ ２

計 １ ２ ２ ５
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Ⅰ－２顧客・県民の理解の促進

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

ホームページ、

企業立地セミナ

ー、展示会等で

のＰＲ

 ホームページでは、常に造成状況、分譲状

況の最新情報を掲載した。

ふじのくに交流会（東京・大阪）に参加し、

ＰＲを行った。

ホームページを閲覧した企

業との契約に繋がっているた

め、引続き情報発信を行ってい

く。

経済産業部や東

京・大阪事務所

などと連携した

誘致活動

企業立地推進課、東京・大阪事務所と連携

して企業訪問を実施し、企業誘致活動を行

った。

訪問先を分担する等効率的

な訪問活動ができたため、今後

も継続していく。

企業や市町に対

する企業局施工

のメリットの情

報発信

企業立地市町推進連絡会などにおいて造

成手法、造成対象用地の情報提供を行った。

工業用地等開発可能性調査の希望調査に

おいて、個々の市町に対し、「植物工場用地」

や「陸上養殖施設用地」など、造成対象用地

が拡大していることを説明した。

拡大された造成対象用地で

の事業可能性を検討した市町

もあったため、今後も個々の市

町への説明を継続する。

Ⅰ－３ 市町による開発可能性調査事業の推進

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

市町の開発構想

の把握、開発相

談対応、事前調

査等

平成31年度の基本調査の補助に係る要望

照会を前倒しで行い、市町の希望に応じて

訪問し、説明及び聞取り調査を実施した。

２市２町から要望が提出さ

れた。事業化に向け、積極的に

対応していく。

市町が行う基本

調査の財政的・

技術的支援

袋井市、菊川市及び沼津市に対し、基本調

査や造成にあたり、土地利用に係る法令等

の手続きが円滑に進むように助言を行っ

た。

事業化に向け進捗しており、

積極的に技術支援を継続する。

また、補助金を活用した財政支

援を行う。

市町が行う詳細

調査の財政的・

技術的支援

富士市大淵地区について、詳細調査や造

成にあたり、土地利用に係る法令等の手続

きが円滑に進むように助言を行った。

協定締結に向け進捗してい

る。今後は他地区においても積

極的に技術支援していく。

Ⅰ－４新たな整備手法の導入と造成対象用地の拡大

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

オーダーメー

ド：迅速かつ高

品質な用地の提

供

〇長泉南一色工業用地

平成 29 年 12 月６日に造成工事が完了

し、平成 30 年４月 27日に引き渡し完

了。

〇清水町久米田工業用地

平成 29 年 11 月 24 日に造成工事が完

了し、平成 30 年６月１日に引き渡し完

了。

〇森町中川下工業用地

平成 31 年２月 26 日に造成工事が完了

し、同年３月 22 日引き渡し完了。

３つの工業用地は計画通り

供給が図られた。

浜松坪井は、進出事業者の地

元との環境保全協定締結後に

事業執行する。
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Ⅱ 新たな事業展開と経営の健全性の確保

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

セミ・オーダー

メード：積極的

に推進

〇藤枝高田工業団地

用地買収、測量・設計及び市との土地売買

契約等を進め、造成工事を発注した。

当初計画より早い事業進捗

となった。今後も引渡しに向

け、的確な執行管理を行う。

レディーメー

ド：事業経営に

与える影響を慎

重に分析・評価

しながら事業着

手の是非を判断

新規開発候補地の掘り起こしのため、平

成31年度の市町への基本調査の補助に係る

要望照会結果を活用し、事業化の可能性を

検討した。

新規開発候補地の掘り起こ

しに繋がったため、今後も前

倒し調査を継続する。

企業ニーズ等に

合致した造成対

象用地の見直し

国内産業振興プロジェクトチーム等でも

整備対象用地の拡大を検討したが、新たに

対象とすべき用地に該当するものは無かっ

た。

引続き、国内産業振興プロ

ジェクトチーム等において検

討していく。

Ⅱ－１リスク負担の軽減と効率的な事業執行

項目 30年度の取組実績 評価と今後の方向

効率的な事業運

営による価格競

争力のある用地

造成

会計を継続的に維持するため、セミ･オ

ーダーメード方式の事務費（間接費）につ

いて、市町に対して適切な負担を求めるス

キームの検討に取り組んだ。

当面、次に造成が見込まれる団地につい

ての事務費を決定した。

引続き、事務費の適切な負担

について検討していく。

富士山麓フロン

ティアパーク小

山（レディーメ

ード）の早期完

売

首都圏企業及び首都圏への進出を狙う

企業にターゲットを絞った企業誘致活動

を行い、企業のニーズを踏まえた面積に区

画を分割するなど販売に努め、８区画中４

区画を分譲した。

半数の分譲を達成できたが、

引続き、早期完売を目指す。

造成工事に際し

てのＩＣＴ技術

の活用等による

コスト削減と顧

客満足度の向上

「富士山麓フロンティアパーク 小山」

の大規模土工において、ドローン３次元測

量、マシンコントロール付バックホウ等の

使用により、造成工事の効率化及び施工精

度の向上が図られた。

ＩＣＴ技術の活用により、精

度の高い施工管理が可能とな

った。今後も積極的にＩＣＴ施

工を進めていく。

関係部局と連携

したＣＮＦの産

業化支援など

新産業集積課と連携し、工業用水道利用

企業を中心にＣＮＦ開発等に取組む企業

を訪問、情報収集し、企業局情報誌を活用

して企業紹介等を掲載した。また、掲載記

事を編集した冊子を発行し、「ふじのくに

ＣＮＦ総合展示会」において配布した。

冊子「ＣＮＦ製品開発最前

線」は、取材企業及び配布先に

好評であった。今後は、Ｋリリ

ース等も活用し、企業紹介等を

行っていく。
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③ 財政収支

（単位：百万円）

・富士山麓フロンティアパーク 小山等の分譲が計画を下回ったため、収益、

費用、損益いずれも計画額を下回ったものの、単年度では黒字となった。

・資本的収支は、藤枝高田の過年度計画分を実施したことなどにより、支出が

計画額を上回った。

・工業用地の分譲面積が計画を下回ったこと等により、累積資金と分譲面積は

計画を下回った。

＜工業団地の分譲状況＞

Ｈ30決算見込 H30財政収支計画 差引

　収　益 3,707 6,881 △ 3,174

土地売却収益 3,706 6,881 △ 3,175

その他 1 0 1

　費　用 3,159 6,168 △ 3,009

土地売却原価 2,959 5,934 △ 2,975
一般管理費 101 145 △ 44

その他 99 89 10

548 713 △ 165

累積損失 △ 14,134 △ 13,988 △ 146

　収　入 1,667 1,706 △ 39

前受金 1,643 1,706 △ 63

その他 24 0 24
　支　出 2,830 2,480 350

建設改良費 2,829 2,479 350

その他 1 1 0

△ 1,163 △ 774 △ 389

4,892 7,180 △ 2,288

0 0 0
135,523 290,388 △ 154,865

区　　　　分

損益

差引

累積資金

企業債残高

分譲面積（ｍ2）

収
益
的
収
支

資
本
的
収
支

区分 ㉚完成 ㉚分譲 備考

区画数 - 4

面積(ha) - 10.2

区画数 - 1

面積(ha) - 1.1

区画数 - 1

面積(ha) - 1.1

区画数 1 1

面積(ha) 1.2 1.2

区画数 - -

面積(ha) - -

区画数 - -

面積(ha) - -

区画数 1 7

面積(ha) 1.2 13.6

用地名

レディーメード

オーダーメード

セミ・オーダーメード

富士山麓フロンティア
パーク　小山

未分譲
４区画／13.7ha

長泉南一色
H29.12工事完了

H30.４引渡

清水町久米田
H29.11工事完了

H30.６引渡

森中川下
H31.２工事完了

H31.３引渡

浜松坪井
未分譲

１区画／1.8ha

藤枝高田
H31.３造成工事契約締結

R3引渡予定

６区画／8.4ha

計
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（4) 経費節減の取組

※ ｢削減効果｣とは、運営コストの削減に取り組まない場合と比較した影響額
である。

・平成 30 年度の削減額は、全体として計画額に至らなかった。

・特殊な電気設備・機械設備費は削減効果が翌年度以降に現れる仕組みになっ

ていること、民間委託の導入は労務単価の上昇により委託料が増加している

ことから計画額を下回った。

・上記のコスト削減の取組のほか、未利用財産の売却を進めるなど収益の確保

に努めた。また徹底した経費削減と収益性の向上を図るため、平成 26 年度に

設置した「課題解決型タスクフォース」により、引き続き組織をあげた経営改

革を進めている。

（工水） （工水） （工水）

（水道） （水道） （水道）

（単位：万円）

単年度当たりの削減効果

700 △ 17 △ 717

1,300 △ 638 △ 1,938

1,000 369 △ 631

900 341 △ 559

7,400 7,698 298

5,500 7,679 2,179

600 487 △ 113

2,000 2,022 22

7,800 1,847 △ 5,953

0 0 0

17,500 10,384 △ 7,116

9,700 9,404 △ 296

項　　　目
計画　a

内
訳

30実績  
b

内
訳

差額  b-a
内
訳

(1) 特殊な電気設備・機械
　　設備整備費の削減

2,000 △ 655 △ 2,655

(2) 民間委託の導入 1,900 710 △ 1,190

(3) 電力料金の節約 12,900 15,377 2,477

(4) 省エネルギー機器の
    導入等

2,600 2,509 △ 91

(5) 浄水場発生土の有効
    活用

7,800 1,847 △ 5,953

計 27,200 19,788 △ 7,412


