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４ 用語の解説 

用   語 解   説 頁 

あ行 

アセットマネジメント  中長期的な視点に立ち、効率的かつ効果的に資産を管理

運営する体系化された実践活動。 

施設の健全性を維持しつつ、更新費用を総額として最小

化することや、更新時期を平準化するといった観点から活

用される手法のこと。 

5,15, 

30 

新たな水道情報通信ネット

ワーク 

 現在のシステムでは、浄水場間での運転状態の相互監

視、各種報告データの伝送等、企業局内部での情報通信を

行っている。 

 この現行システムが老朽化したため、平成２４年度に新

たな水道情報通信ネットワークを整備する予定である。 

 新たなシステムでは、従来の機能の他、受水団体へ水質

情報や浄水場の運転状態等を、インターネットにより情報

提供する機能を追加することとしている。 

5,16, 

17 

安定水利権  河川においてダム等の水資源開発施設の整備により、１

年間を通じて安定的に確保される流量の範囲内で取水す

ることを許可される権利のこと。 

（→ 暫定水利権、水利権） 

11,13, 

17,18 

ウォータービジネスメンバ

ーズ埼玉 

平成２３年９月、県内企業等が取り組む海外水ビジネス

の具体的な案件に対して、当該企業等と埼玉県の関係部局

が連携して、海外展開の実現に向けた方策を検討すること

を目的に設置された組織。 

24 

液体塩素 塩素は、水処理で殺菌消毒剤として用いられる薬品のひ

とつである。常圧では気体のため、運搬、貯蔵を容易にす

る目的で、加圧して液状化させたもの。 

（→次亜塩素酸ナトリウム） 

5,15, 

16,17 

エコタウン構想 再生可能エネルギーの活用と徹底した省エネ対策を一

定地域内で集中的に進める埼玉県独自のプロジェクト。 

35 

ＮＦ膜（ナノ膜） １ナノメートル（１０億分の１メートル）前後の小さな

分子まで除去できる膜のこと。 

 除去対象物質は、臭気のもととなる物質や消毒副生成物

の原因となる有機物など。 

9 
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用   語 解   説 頁 

ＭＦ膜（精密ろ過膜）  粒径０．０１～１０マイクロメートル（１マイクロメー

トルは１００万分の１メートル）程度の物質まで除去でき

る膜のこと。 

 除去対象物質は、水に溶解しない微粒子や細菌など。 

9 

ＬＥＤ  発光ダイオード（LED：Light Emitting Diode）のこと。

ＬＥＤを使用した照明は、従来のものに比べ、消費電力が

少なく寿命が長い。しかし、現在のところ、高価格などの

課題もある。 

6,35 

オゾン 3 つの酸素原子からなる酸素の同素体。分子式は O₃で、

酸化力が強く、消毒や臭気のもととなる物質の分解に用い

られる。大気中にもごく低い濃度で存在している。 

9 

か行 

凝集沈殿砂ろ過 水中に散らばっている濁りを薬品を用いて集塊させ（凝

集）、沈降させ（沈殿）、さらに砂を用いてろ過する（砂ろ

過）ことにより、不純物を取り除く水処理過程のこと。 

9 

県営水道長期ビジョン  将来にわたってより安全で良質な水道水を供給し、かつ

県民ニーズに応えるために、県営水道が進む道標として平

成１４年３月に企業局が策定した構想。 

 平成２３年度に見直しを行っている。 

1 

圏央道以北地域の産業地誘

導に関する基本的考え方 

圏央道以北地域は、圏央道整備の波及効果や新たな企業

立地が期待されており、このチャンスを活かした産業誘導

の推進や市町村の活性化に向けた取組を支援するため、平

成２３年９月に埼玉県が策定した方針。 

34,35 

県からの受水割合 →県水転換率 12 

県水転換率 市や町の水道事業が取水した水量（県営水道からの受水

量と地下水など自己水源からの取水量の合計）のうち、県

営水道からの受水量の割合。 

埼玉県では、地盤沈下防止のため地下水から県水への転

換を図ってきたことから、県水転換率と表現している。 

5,16 

高度浄水処理  一般的に、臭気対策や色度対策、消毒副生成物（トリハ

ロメタン等）対策として、凝集沈殿、ろ過など通常の処理

に加えて、活性炭やオゾンなどによる処理を行う浄水処理

方式のこと。近年では、ＮＦ膜などを用いた新たな高度浄

水技術の研究も進められている。 

 企業局新三郷浄水場で行っている高度浄水処理は、生物

活性炭とオゾン処理を組み合わせた方式。 

7,8 
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用   語 解   説 頁 

さ行 

埼玉県水道整備基本構想  埼玉県における水道の計画的な整備と、水道に関する諸

問題解決のための基本的な指針とするため、昭和６２年２

月に埼玉県が策定した県全域の水道の基本的な構想（平成

１６年２月及び平成２３年３月に改定）。 

12 

埼玉県の新たな５か年計画  埼玉県では、５年ごとに県政運営の指針となる総合計画

を策定している。 

 これまでの５か年計画「ゆとりとチャンスの埼玉プラ

ン」の計画期間が平成２３年度までとなっているため、現

在、平成２４年度を初年度とする新たな５か年計画の策定

が進められている。 

1 

暫定水利権  ダム等の水資源開発施設が完成する前に、水道用水等の

需要が発生している場合、許可期限(通常１年)及び豊水条

項(他の水利権に影響を与えない流量が確保される場合取

水できる条件)が付されて許可される水利権のこと。 

 許可にあたっては、将来の水源確保が確実で緊急の必要

があることが条件となる。（→安定水利権、水利権） 

11,13 

残留塩素濃度 

 

 

 水に注入した塩素が消毒効果を持つ有効塩素として、消

失せずに残留している濃度のこと。 

9 

消毒副生成物  塩素などの消毒剤と水中の有機物とが副次的に反応し

て生成される物質のこと。 

 人体に有害な物質としてトリハロメタンなどがある。 

7 

次亜塩素酸ナトリウム  水道水を消毒するための薬品。塩素の強い殺菌作用を利

用して、微生物や病原菌などを殺菌する。 

 危険物である液体塩素と比べ、消毒効果は弱いが取扱い

が容易であるという利点がある。（→液体塩素） 

5,16, 

17 

ＪＩＣＡ（ジャイカ）  独立行政法人国際協力機構のこと。 

 外務省のＯＤＡ（政府開発援助）の窓口として技術協

力・有償資金協力・無償資金協力という３つの援助手法を

一体的に運用し、途上国の政策・制度の改善、人材育成と

能力開発、インフラ整備を有機的に組み合わせた総合的な

支援を行っている。 

6,23, 

24,25 
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受水団体  企業局の水道用水供給事業から水道用水の供給を受け

ている市や町などの水道事業者のこと。 

5,10, 

11,12, 

14,15, 

16,17, 

18 

浄水池  浄水処理され、飲料水として製造されたものを浄水場内

で貯留するための池。送水量を調整したり、事故または水

質異常時の水量変動に対応するための施設で、水密性、耐

震性を持つ構造とするため鉄筋コンクリート製のものが

多い。 

11,19 

浄水発生土  河川の水を取水し、浄水場で処理を行う過程（沈殿池で

河川水に含まれる泥を沈殿させ、濁りを取り除く過程）で

排出される泥のこと。 

5,7, 

9,20, 

21,22 

水管橋 水道管は一般的に、地面の下に埋設されているが、河川

を横断する場合に、川の上空を渡す水道管の橋のこと。 

5,15, 

17,19, 

30,31 

水道広域化 給水サービスの高度化やライフラインとしての社会的

責務を果たすために必要な財政基盤及び技術基盤の強化

を目的として、複数の水道事業等が事業統合を行うこと、

または、共同して施設の管理や料金徴収などの業務の全部

または一部を一体的に行うこと（管理の共同化）。 

6,12, 

16,18 

水利権 河川の流水、湖沼の水などを取水し、利用することがで

きる権利のこと。河川法が規定する公法上の権利である。

（→安定水利権、暫定水利権） 

11,18 

生物活性炭 清浄な水道水をつくるために有益な微生物が表面に付

着した活性炭のこと。 

9 

送水調整池 送水量の調整や異常時の対応を目的として、浄水場や中

継ポンプ所に設置され、水道水を貯留するための池のこ

と。 

17,19 

た行 

第三者委託 水道事業における管理体制強化方策の一環として、浄水

場施設の運転管理など水道の管理に関する技術上の業務

を第三者に委託できる制度。平成１４年４月に施行された

改正水道法により創設された。 

私法上の契約に基づき行われる業務委託と異なり、受託

者も水質検査の実施など水道法上の責任を負い、違反すれ

ば罰則の適用も受けることとなる。 

16 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%B7%9D�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%96%E6%B2%BC�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%B7%9D%E6%B3%95�
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第三次埼玉県行財政改革プ

ログラム 

 埼玉県の５か年計画である「ゆとりとチャンスの埼玉プ

ラン」を始めとする施策の着実な推進を支え、計画的に行

財政改革に取り組むため、平成２３年３月に県が策定。計

画期間は平成２３年度～２５年度の３年間。 

1 

中継ポンプ所 水圧不足や流量不足を補うために、送水管路の途中に設

けられた増圧用のポンプ施設のこと。 

5,11, 

15,17, 

19 

田園都市産業ゾーン基本方

針 

圏央道開通（当初平成２４年度開通目標）のチャンスを

生かし、圏央道沿線地域への産業集積に向け、豊かな田園

環境と調和した産業基盤づくりを目指すため、平成１８年

１０月に埼玉県が策定した方針。 

34,35 

トリハロメタン  メタン（CH4）の水素原子 3 個が、塩素、臭素、あるい

はヨウ素に置換された有機ハロゲン化合物の総称。 

塩素消毒によって生成される物質のうち、クロロホル

ム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロ

モホルムの 4 物質の濃度の合計を総トリハロメタンとい

い、なかでも、クロロホルムは発ガン性物質であることが

明らかとなっている。 

7,8, 

9 

な行 

南部工業用水道事業長期運

営方針 

社会情勢や経済環境が変化する中で工業用水道事業の

事業運営上の課題を解決し、安定運営と運営体力の強化を

実現するために平成１８年３月に企業局が策定した方針。 

1 

は行 

ＢＯＤ 

（生物化学的酸素要求量） 

 

 

 水中の有機物が生物化学的に酸化されるのに必要な酸

素量のこと。（BOD：Biochemical Oxygen Demand） 

 ＢＯＤが高いことはその水中に有機物が多いことを示

し、水質汚濁を示す重要な指標。 

7 

ＰＦＩ 民間の資金とノウハウを活用して効率的な公共施設の

整備を行うため、公共施設の設計、建設、維持管理及び運

営を一体的に民間にゆだねる方式。 

（PFI：Private Finance Initiative） 

6,16, 

18 

ブロック（ごとの）検討部

会 

県内の水道事業者を１２のブロックに分け、そのブロッ

クごとに水道広域化を推進する検討会。 

 埼玉県水道整備基本構想に基づく取組のひとつ。 

6,16, 

18 
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包括委託 浄水場は県の資産としたまま、浄水場施設の維持管理や

運営を民間事業者に包括（とりまとめて一括的に）して委

託すること。 

30,31 

ま行 

水安全計画  食品の安全管理に広く導入されているHACCP(ハサップ)

の考え方を取り入れたもので、水源から給水地点までの全

ての過程を通して、水質に影響を与える可能性(危害)を検

討して、その対応方法を事前にマニュアル化した計画。 

 企業局では、WHO（世界保健機関）の提唱に基づき、平

成２２年９月「埼玉県営水道水安全計画」として策定。 

9,10 

水資源開発施設  一般にダム、河口堰、湖沼水位調節施設、多目的用水路

等の水資源を開発する施設のことで、水道用水、工業用水、

灌漑(かんがい)用水、発電用水等として安定的な取水を可

能にするための施設をいう。 

11,15 

や行 

予約分譲  一般の分譲は、土地造成後、画地面積や価格が確定して

から行うものであるが、予約分譲は、土地の造成中に概算

額で土地を分譲するもの。企業局は、契約時に売買代金の

１０％を保証金として納付を受ける。 

 造成完了後の画地確定測量後に変更契約を結び契約額

と引渡し時期を確定し、契約額の全額を受領した時に所有

権を移転する。 

6 

 

※ 用語解説の一部は、日本水道協会発行「水道用語辞典（第２版）」から引用しています。 
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