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１１１１ 調査概要調査概要調査概要調査概要

1) 調査目的

2) 調査内容
（１）　水の使用についての設問

（２）　災害時の備えについての設問

（３）　市水道部の広報などについての設問

（４）　水道料金についての設問

（５）　サービスについての設問

3) 調査状況
（１）　実施期間 平成28年6月～7月

（２）　調査地域　奥州市上水道区域

（３）　調査方法 調査票を郵送配布、郵送回収する方法

（地域自治区毎の給水戸数割による無作為抽出）

（４）　調査対象 市民

（５）　全送付数 3,000件

（６）　全回答数

（７）　回答率 56.3％

　奥州市は、平成18年２月20日に旧5市町村の合併により誕生し、平成28年2月で合
併10年を迎えた。
　水道事業は３上水道、15簡易水道によりスタートしたが、この間、地域水道ビジョ
ン及び中期経営計画の策定を通じ、給水料金体系の統一化、料金改定、料金収納や維持
管理業務の包括民間委託、及び簡易水道事業の上水道への統合を順次進め経営の合理化
を図ってきた。一方、施設面では水質管理計画の策定、石綿管を含め管路の計画的更
新、及び施設の耐震化計画の策定などについて、2つの大きな震災を経ながら災害に強
い施設整備に向けた施策などに取り組んできたところである。
　本アンケートは、奥州市水道事業の概ね50年後、100年後を見通した長期的な視点
での将来像・目標を設定し実現化方策を示す水道事業ビジョンの作成にあたり、水道利
用者の水道への満足度（不満）や主要施策へのニーズ等を把握するため、実施するもの
である。
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2222 調査結果調査結果調査結果調査結果

性別性別性別性別

1) 男性 1,371 81.2

2) 女性 315   18.7

3) 無回答 2      0.1

1,688 100.0

年齢年齢年齢年齢

1) 20代 9      0.5

2) 30代 129   7.6

3) 40代 207   12.3

4) 50代 432   25.6

5) 60代以上 908   53.8

6) 無回答 3      0.2

1,688 100.0

計計計計

計計計計

《問2》《問2》《問2》《問2》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
あなたの年齢は。
（いずれか1つに○をつけてください。）

年齢年齢年齢年齢 回答数
比率
(%)

【はじめに、お客様のことについておたずねします。】【はじめに、お客様のことについておたずねします。】【はじめに、お客様のことについておたずねします。】【はじめに、お客様のことについておたずねします。】

《問1》《問1》《問1》《問1》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
あなたの性別は。
（いずれか1つに○をつけてください。）

性別性別性別性別 回答数
比率
(%)

男性

81.2%

女性

18.7%

無回答

0.1%

20代

0.5%

30代

7.6%

40代

12.3%

50代

25.6%

60代以上

53.8%

無回答

0.2%
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居住年数居住年数居住年数居住年数

1) 1年未満 36     2.1

2) 1～5年 171   10.1

3) 6～10年 154   9.1

4) 11～20年 306   18.1

5) 21年以上 1,015 60.1

6) 無回答 6      0.4

1,688 100.0

居住区居住区居住区居住区

1) 水沢 780   46.2

2) 江刺 387   22.9

3) 前沢 222   13.2

4) 胆沢 185   11.0

5) 衣川 110   6.5

6) 無回答 4      0.2

1,688 100.0

計計計計

《問3》《問3》《問3》《問3》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
現在の家にお住まいになって何年ですか。
（いずれか1つに○をつけてください。）

年齢年齢年齢年齢 回答数
比率
(%)

計計計計

《問4》《問4》《問4》《問4》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
お住まいの地域はどこですか。
（いずれか1つに○をつけてください。）

居住区居住区居住区居住区 回答数
比率
(%)

1年未満

2.1%

1～5年

10.1%

6～10年

9.1%

11～20年

18.1%
21年以上

60.1%

無回答

0.4%

水沢

46.2%

江刺

22.9%

前沢

13.2%

胆沢

11.0%

衣川

6.5%

無回答

0.2%
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水沢区水沢区水沢区水沢区

1) 水沢 275 35.3

2) 南 96 12.3

3) 常盤 92 11.8

4) 佐倉河 94 12.1

5) 真城 97 12.4

6) 姉体 58 7.4

7) 羽田 50 6.4

8) 黒石 18 2.3

780 100.0

江刺区江刺区江刺区江刺区

1) 岩谷堂 148 38.2

2) 愛宕 71 18.3

3) 稲瀬 34 8.8

4) 広瀬 18 4.7

5) 梁川 17 4.4

6) 米里 22 5.7

7) 玉里 24 6.2

8) 伊手 12 3.1

9) 藤里 17 4.4

10) 田原（1～3区） 7 1.8

11) 田原（4～9区） 17 4.4

387 100.0

江刺区江刺区江刺区江刺区 回答数
比率
(%)

計計計計

b)b)b)b)

a)a)a)a)

水沢区水沢区水沢区水沢区 回答数
比率
(%)

計計計計

水沢

35.3%

南

12.3%常盤

11.8%

佐倉河

12.1%

真城

12.4%

姉体

7.4%

羽田

6.4%

黒石

2.3%

岩谷堂

38.2%

愛宕

18.3%

稲瀬

8.8%

広瀬

4.7%

梁川

4.4%

米里

5.7%

玉里

6.2%

伊手

3.1%

藤里

4.4%

田原（1～3区）

1.8%

田原（4～9区）

4.4%
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前沢区前沢区前沢区前沢区

1) 前沢 120 54.1

2) 古城 46 20.7

3) 白山 21 9.5

4) 生母 35 15.8

222 100.0

胆沢区胆沢区胆沢区胆沢区

1) 小山 88 47.6

2) 南都田 47 25.4

3) 若柳 50 27.0

185 100.0

衣川区衣川区衣川区衣川区

1) 北股 12 10.9

2) 南股 16 14.5

3) 衣川 39 35.5

4) 衣里 43 39.1

110 100.0計計計計

e)e)e)e)

衣川区衣川区衣川区衣川区 回答数
比率
(%)

d)d)d)d)

胆沢区胆沢区胆沢区胆沢区 回答数
比率
(%)

計計計計

計計計計

比率
(%)

回答数前沢区前沢区前沢区前沢区

c)c)c)c)

前沢

54.1%

古城

20.7%

白山

9.5%

生母

15.8%

小山

47.6%

南都田

25.4%

若柳

27.0%

北股

10.9%

南股

14.5%

衣川

35.5%

衣里

39.1%
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家族人数家族人数家族人数家族人数

a)　家族人数a)　家族人数a)　家族人数a)　家族人数

1) 1人暮らし 174   10.3

2) 2人 451   26.7

3) 3人 381   22.6

4) 4人 297   17.6

5) 5人 197   11.7

6) 6人 106   6.3

7) 7人 54     3.2

8) 8人以上 27     1.6

1,687 100.0

※　無回答1人を除く

b)　構成比（男性）b)　構成比（男性）b)　構成比（男性）b)　構成比（男性） c)　構成比（女性）c)　構成比（女性）c)　構成比（女性）c)　構成比（女性）

1) 0～19歳までの方 503   18.4 1) 0～19歳までの方 479   16.5

2) 20～29歳までの方 200   7.3 2) 20～29歳までの方 183   6.3

3) 30～49歳までの方 622   22.8 3) 30～49歳までの方 609   20.9

4) 50～64歳までの方 746   27.3 4) 50～64歳までの方 759   26.1

5) 65～74歳までの方 503   18.4 5) 65～74歳までの方 439   15.1

6) 75歳以上の方 158   5.8 6) 75歳以上の方 442   15.2

2,732 100.0 2,911 100.0

女性女性女性女性 回答数
比率
(%)

計計計計

《問5》《問5》《問5》《問5》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
一緒に暮らしている家族は何人ですか。記入者本人も含めて、人数をご記入願いま
す。
（いずれか1つに○をつけてください。）

家族人数家族人数家族人数家族人数 回答数
比率
(%)

計計計計

男性男性男性男性 回答数
比率
(%)

計計計計

1人

暮らし

10.3%

2人

26.7%

3人

22.6%

4人

17.6%

5人

11.7%

6人

6.3%

7人

3.2%

8人以上

1.6%

18.4 

7.3 

22.8 

27.3 

18.4 

5.8 

16.5 

6.3 

20.9 

26.1 

15.1 

15.2 

0 15 30

01530

0～19歳までの方

20～29歳までの方

30～49歳までの方

50～64歳までの方

65～74歳までの方

75歳以上の方

(%)

(%)

構成比構成比構成比構成比 (%)男性 女性
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住居形態住居形態住居形態住居形態

1) 一戸建て住宅（持家） 1,596 94.5

2) 一戸建て住宅（借家） 67     4.0

3) その他 20     1.2

4) 無回答 5      0.3

1,688 100.0計計計計

《問6》《問6》《問6》《問6》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
お住まいは、次のどれにあたりますか。
（いずれか1つに○をつけてください。）

住居形態住居形態住居形態住居形態 回答数
比率
(%)

一戸建て住宅（持家）

94.5%

一戸建て住宅（借家）

4.0%

その他

1.2% 無回答

0.3%
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３３３３ 調査結果調査結果調査結果調査結果

＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞

市の水道を利用しているか市の水道を利用しているか市の水道を利用しているか市の水道を利用しているか

1) 市の水道だけ利用している 1,274 76.0

2) 283   16.9

3) 119   7.1

1,676 100.0

※　無回答12人を除く

市の水道と自家水（井戸水
等）を併用している

計計計計

利用していない
（自家水を利用している）

【水の使用について、おたずねします。】【水の使用について、おたずねします。】【水の使用について、おたずねします。】【水の使用について、おたずねします。】

《問7》《問7》《問7》《問7》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
あなたのお宅は市の水道を利用していますか。
（いずれか1つに○をつけてください。）

市水道の利用市水道の利用市水道の利用市水道の利用 回答数
比率
(%)

はじめに、市の水道を利用しているかどうかを伺った。

「市の水道だけ利用している」が1,274件（76.0%）、「市の水道と自家水（井戸水

等）を併用している」が283件（16.9％）の回答があり、市水道の利用はこれらを合わ

せた1,557件（92.9％）となった。

他、「利用していない（自家水を利用している）」のが119件（7.0%）となった。

市の水道だけ

利用している

76.0%

市の水道と自家水（井戸

水等）を併用している

16.9%

利用していない

（自家水を利用している）

7.1%
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＜市の水道と自家水の両方の利用世帯の方＞＜市の水道と自家水の両方の利用世帯の方＞＜市の水道と自家水の両方の利用世帯の方＞＜市の水道と自家水の両方の利用世帯の方＞

自家水（井戸水等）はどんな用途に利用しているか　（複数回答可）自家水（井戸水等）はどんな用途に利用しているか　（複数回答可）自家水（井戸水等）はどんな用途に利用しているか　（複数回答可）自家水（井戸水等）はどんな用途に利用しているか　（複数回答可）

1) 飲料用 88 31.1

2) 風呂用 50 17.7

3) 洗濯用 88 31.1

4) トイレ用 49 17.3

5) 農業用 142 50.2

6) 散水用 136 48.1

7) 緊急用 37 13.1

8) その他 24 8.5

614 ―

283 ―

※　回答者総数311人から無効回答28人を除く

計計計計

回答者数回答者数回答者数回答者数

《問8》《問8》《問8》《問8》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
自家水（井戸水等）はどのような用途に利用していますか。
（あてはまるものすべてに○をつけてください。）

自家水の用途自家水の用途自家水の用途自家水の用途 回答数
回答数／
回答者数

(%)

市の水道と自家水道を併用している方に、自家水道はどのような用途で利用してい

るかを伺った。

「農業用」が142件（50.2％）、「散水用」が136件（48.1％）と、この２つが

突出して多い用途であった。「飲料用」と「洗濯用」がそれぞれ88件（31.1％）の

同数で続き、以下「風呂用」が50件（17.7％）、「トイレ用」が49件

（17.3％）、「緊急用」37件（13.1％）、「その他」24件（8.5％）であった。

「その他」の自由回答では、「洗車」「農機具の洗浄」「池の水」という回答が見

られた。

※

31.1 

17.7 

31.1 

17.3 

50.2 

48.1 

13.1 

8.5 

0 20 40 60 80 100

飲料用

風呂用

洗濯用

トイレ用

農業用

散水用

緊急用

その他

(%)
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＜自家水利用のみの世帯の方＞＜自家水利用のみの世帯の方＞＜自家水利用のみの世帯の方＞＜自家水利用のみの世帯の方＞

市の水道を利用していない理由　（複数回答可）市の水道を利用していない理由　（複数回答可）市の水道を利用していない理由　（複数回答可）市の水道を利用していない理由　（複数回答可）

1) 水道料金が高いから 27 22.9

2) 市水道へ接続するための工事費が高いから 50 42.4

3) 自家水のほうが「安全」であるから 8 6.8

4) 自家水の方が「おいしい」から 46 39.0

5) 自家水量が豊富であるから 56 47.5

6) 市の水道が未整備だから 20 16.9

7) その他 21 17.8

228 ―

118 ―

※　回答者総数126人から無回答1人、無効回答7人を除く

回答者数回答者数回答者数回答者数

《問9》《問9》《問9》《問9》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
「自家水」のみの世帯で、市の水道を利用していない理由は何ですか。
（あてはまるものすべてに○をつけてください。）

市の水道を利用していない理由市の水道を利用していない理由市の水道を利用していない理由市の水道を利用していない理由 回答数
回答数／
回答者数

(%)

計計計計

市の水道を利用していない自家水使用の方に、なぜ市の水道を利用していないのか

を伺った。

「自家水量が豊富であるから」が半数に近い56件（47.5％）と最も多く、続いて

「市水道へ接続するための工事費が高いから」が50件（42.4％）、「自家水の方が

おいしいから」が46件（39.0％）となった。以下、「水道料金が高いから」27件

（22.9％）、「その他」21件（17.8％）、「市の水道が未整備だから」20件

（16.9％）、「自家水のほうが安全であるから」8件（6.8％）となった。

「その他」の自由回答では、「以前（昔）から使っているから」「不便を感じない

から」という回答が見られた。

※

22.9 

42.4 

6.8 

39.0 

47.5 

16.9 

17.8 

0 20 40 60 80 100

水道料金が高いから

市水道へ接続するための工事費が高いから

自家水のほうが「安全」であるから

自家水の方が「おいしい」から

自家水量が豊富であるから

市の水道が未整備だから

その他

(%)
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＜自家水利用のみの世帯の方＞＜自家水利用のみの世帯の方＞＜自家水利用のみの世帯の方＞＜自家水利用のみの世帯の方＞

将来、市の水道を利用したいか将来、市の水道を利用したいか将来、市の水道を利用したいか将来、市の水道を利用したいか

1) すぐに利用したい 17 14.4

2) 62 52.5

3) 将来とも利用しない 14 11.9

4) わからない 19 16.1

5) その他 6 5.1

118 100.0

※　無回答1人、無効回答7人を除く

計計計計

《問10》《問10》《問10》《問10》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
将来、市の水道を利用したいと考えていますか。
（いずれか1つに○をつけてください。）

市水道を利用したいか市水道を利用したいか市水道を利用したいか市水道を利用したいか 回答数
比率
(%)

自家水源が不足したとき利用
したい

市の水道を利用していない自家水使用の方に、将来的に市の水道を利用したいと考えて

いるかを伺った。

「自家水源が不足したとき利用したい」が62件（52.5％）と最も多かった。次いで

「わからない」19件（16.1％）が多く、以下「すぐに利用したい」17件（14.4％）、

「将来とも利用しない」14件（11.9％）、「その他」6件（5.1％）となった。

「その他」の自由回答では、「自家水源が使えなくなったら（不足や病原菌など）」

「工事等にかかるお金がないからそのうちしようと思っています」という回答があった。

すぐに

利用したい

14.4%

自家水源が不足し

たとき利用したい

52.5%

将来とも

利用しない

11.9%

わからない

16.1%

その他

5.1%

- 11 -



＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞

水道水の出具合はどうか水道水の出具合はどうか水道水の出具合はどうか水道水の出具合はどうか

1) よい 755   49.1

2) 普通 726   47.2

3) 40     2.6

4) 出が悪い 16     1.0

1,537 100.0

※　無回答25人、無効回答2人を除く

計計計計

時間帯で出が悪くなることが
ある

《問11》《問11》《問11》《問11》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
あなたのお宅では、水道水の出具合はどうですか。
（いずれか1つに○をつけてください。）

水道水の出具合水道水の出具合水道水の出具合水道水の出具合 回答数
比率
(%)

市の水道を利用している方に、水道水の出具合について伺った。

「よい」が755件（49.1％）、「普通」が726件（47.2％）の回答があり、これら

を合わせた1,481件（96.4％）の方は水道水の出具合について不満を感じていないこと

がわかった。

一方、「時間帯で出が悪くなることがある」が40件（2.6％）、「出が悪い」が16件

（1.0％）と、わずかだが水の出具合が悪いと感じている方がいるとわかった。

よい

49.1%
普通

47.2%

時間帯で

出が悪くなる

ことがある
2.6%

出が悪い

1.0%
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＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞

水道水の味について水道水の味について水道水の味について水道水の味について

1) 満足している 405   26.3

2) 558   36.2

3) どちらともいえない 376   24.4

4) どちらかといえば不満である 159   10.3

5) 不満である 44     2.9

1,542 100.0

※　無回答21人、無効回答5人を除く

計計計計

《問12》《問12》《問12》《問12》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
あなたは、水道水の味にどの程度満足していますか。
（いずれか1つに○をつけてください。）

水道水の味について水道水の味について水道水の味について水道水の味について 回答数
比率
(%)

どちらかといえば満足してい
る

市の水道を利用している方に、水道水の味について伺った。

多い順から、「どちらかといえば満足している」558件（36.2％）、「満足してい

る」405件（26.3％）、「どちらともいえない」376件（24.4％）、「どちらかとい

えば不満である」159件（10.3％）、「不満である」44件（2.9％）であった。

「満足している」「どちらかといえば満足している」を合わせた963件（62.5％）の

方は、水道水の味に満足しているとわかった。

満足している

26.3%

どちらかといえば

満足している

36.2%

どちらともいえない

24.4%

どちらかといえば

不満である

10.3%

不満である

2.9%
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＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞

水道水の味が不満と思う理由　（複数回答可）水道水の味が不満と思う理由　（複数回答可）水道水の味が不満と思う理由　（複数回答可）水道水の味が不満と思う理由　（複数回答可）

1) 味が悪い 96 46.8

2) 消毒のための塩素臭 121 59.0

3) かび臭などの異臭 4 2.0

4) その他 39 19.0

260 ―

205 ―

※　回答者総数246人から無効回答41人を除く

回答者数回答者数回答者数回答者数

《問13》《問13》《問13》《問13》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
《問12》で「どちらかといえば不満である」又は「不満である」とお答えした方にお
たずねします。あなたが、水道水の味について不満と思われる理由は何ですか。
（あてはまるものすべてに○をつけてください。）

水道水の味が不満と思う理由水道水の味が不満と思う理由水道水の味が不満と思う理由水道水の味が不満と思う理由 回答数
回答数／
回答者数

(%)

計計計計

水道水の味に不満を感じている方に、その理由を伺った。

最も多かったのが「消毒の為の塩素臭」で、121件（59.0％）と半数以上の方が不

満に思う理由として挙げた。続く「味が悪い」も96件（46.8％）で半数に迫った。

以下、「その他」39件（19.0％）、「かび臭などの異臭」4件（2.0％）となった。

「その他」の自由回答では、「サビ臭い時がある」「冷たくない」「水色の様な色

素が気になる」という回答があった。

※

46.8 

59.0 

2.0 

19.0 

0 20 40 60 80 100

味が悪い

消毒のための塩素臭

かび臭などの異臭

その他

(%)
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＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞

主な飲料水について主な飲料水について主な飲料水について主な飲料水について

1) 907   60.3

2) 164   10.9

3) 197   13.1

4) 177   11.8

5) その他 59     3.9

1,504 100.0

※　無回答27人、無効回答36人を除く

計計計計

水道水
（蛇口から出たそのまま）

水道水
（浄水器を通したもの）

市販の水
（ミネラルウォーターなど）

《問14》《問14》《問14》《問14》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
あなたのお宅では、主な飲料水は何ですか。
（いずれか1つに○をつけてください。）

主な飲料水について主な飲料水について主な飲料水について主な飲料水について 回答数
比率
(%)

水道水
（一度沸かしたもの）

市の水道を利用している方に、主な飲料水は何か伺った。

「水道水（蛇口から出たそのまま）」が907件（60.3％）と最も多い。「水道水（一

度沸かしたもの）」が164件（10.9％）、「水道水（浄水器を通したもの）」が197件

（13.1％）で、これらを合わせた1,268件（84.3％）の方が、水道水を飲んでいること

がわかった。

他、「市販の水（ミネラルウォーターなど）」は177件（11.8％）、「その他」が

59件（3.9％）であった。

「その他」の自由回答では、「自家水」「山のわき水」「ウォーターサーバー」「お

茶」のほか、「水道水と市販の水」といった、両方を使い分けているような回答も見られ

た。

水道水

（蛇口から出たそのまま）

60.3%
水道水

（一度沸かしたもの）

10.9%

水道水

（浄水器を通したもの）

13.1%

市販の水

（ミネラルウォーターなど）

11.8%

その他

3.9%
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＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞

節水意識について節水意識について節水意識について節水意識について

1) 意識している 584   37.7

2) 647   41.7

3) どちらともいえない 214   13.8

4) 67     4.3

5) 意識していない 39     2.5

1,551 100.0

※　無回答17人を除く

計計計計

どちらかといえば意識してい
る

どちらかといえば意識してい
ない

《問15》《問15》《問15》《問15》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
あなたのお宅では、節水を意識していますか。
（いずれか1つに○をつけてください。）

節水意識について節水意識について節水意識について節水意識について 回答数
比率
(%)

市の水道を利用している方に、節水の意識について伺った。

多い順から、「どちらかといえば意識している」647件（41.7％）、「意識してい

る」584件（37.7％）、「どちらともいえない」214件（13.8％）、「どちらかとい

えば意識していない」67件（4.3％）、「意識していない」39件（2.5％）となった。

「意識している」「どちらかといえば意識している」を合わせた1,231件（79.4％）

の方が、節水を意識しているとわかった。

意識している

37.7%

どちらかといえば

意識している

41.7%

どちらともいえない

13.8%

どちらかといえば

意識していない

4.3%

意識していない

2.5%
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＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞

節水方法について節水方法について節水方法について節水方法について

1) 576   41.3

2) 579   41.5

3) 133   9.5

4) 41     2.9

5) 26     1.9

6) その他 39     2.8

1,394 100.0

※　無回答58人、無効回答115人を除く

風呂の残り湯を洗たくなどに
利用している

洗濯機、食器洗い機、水洗ト
イレなどは節水タイプを購入
している

食器は水をためてから洗って
いる

計計計計

蛇口をこまめに開閉している

水の流出量を調節する節水コ
マなどの節水器具を蛇口に取
り付けている

《問16》《問16》《問16》《問16》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
あなたの節水の方法は何ですか。
（いずれか1つに○をつけてください。）

節水方法について節水方法について節水方法について節水方法について 回答数
比率
(%)

市の水道を利用している方に、節水の方法について伺った。

「蛇口をこまめに開閉している」576件（41.3％）、「風呂の残り湯を洗たくなどに

利用している」579件（41.5％）が突出して多いことがわかった。以下、「洗濯機、食

器洗い機、水洗トイレなどは節水タイプを購入している」133件（9.5％）、「食器は水

をためてから洗っている」41件（2.9％）、「その他」39件（2.8％）、「水の流出量

を調節する節水コマなどの節水器具を蛇口に取り付けている」26件（1.9％）となっ

た。

「その他」の自由回答では、「風呂や洗濯の回数を減らしている」「シャワータイプの

蛇口にしている」「散水などは雨水を利用する」のほか、問15で「節水を意識していな

い」と回答した方用の選択肢がないため「節水していない」という回答もあった。

蛇口をこまめに

開閉している

41.3%

風呂の残り湯を洗たくなど

に利用している

41.5%

洗濯機、食器洗い機、水洗ト

イレなどは節水タイプを購入し

ている

9.5%

食器は水をためてから

洗っている

2.9%

水の流出量を調節する節水コ

マなどの節水器具を蛇口に取

り付けている

1.9%
その他

2.8%
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参考図参考図参考図参考図

＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞

節水方法について節水方法について節水方法について節水方法について

1) 576   38.2

2) 579   38.4

3) 133   8.8

4) 41     2.7

5) 26     1.7

6) その他 39     2.6

7) 無効回答 115   7.6

1,509 100.0

※　無回答58人を除く

蛇口をこまめに開閉している

《問16》《問16》《問16》《問16》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
あなたの節水の方法は何ですか。
（いずれか1つに○をつけてください。）

節水方法について節水方法について節水方法について節水方法について 回答数
比率
(%)

風呂の残り湯を洗たくなどに
利用している

洗濯機、食器洗い機、水洗ト
イレなどは節水タイプを購入
している

食器は水をためてから洗って
いる

水の流出量を調節する節水コ
マなどの節水器具を蛇口に取
り付けている

計計計計

無効回答として扱った115件は、全て複数回答されたものであった。

欄外において「複数回答の方が良い」「選択を1つとすることがおかしい」と言ったコ

メントも散見されたため、無効回答を除かないグラフも参考として掲載した。

蛇口をこまめに

開閉している

36.8%

風呂の残り湯を

洗たくなどに

利用している
37.0%

洗濯機、食器洗い機、

水洗トイレなどは

節水タイプを購入している

8.5%

食器は水をためて

から洗っている

2.6%

水の流出量を調節する

節水コマなどの節水器具を

蛇口に取り付けている

1.7%

その他

2.6%

無効回答

7.6%
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＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞

水道水の安全性について水道水の安全性について水道水の安全性について水道水の安全性について

1) 安心 477   30.7

2) 670   43.1

3) どちらともいえない 318   20.5

4) どちらかといえば不安 70     4.5

5) 不安 19     1.2

1,554 100.0

※　無回答13人、無効回答1人を除く

計計計計

《問17》《問17》《問17》《問17》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
あなたは、奥州市の水道水の安全性についてどう思いますか。
（いずれか1つに○をつけてください。）

水道水の安全性について水道水の安全性について水道水の安全性について水道水の安全性について 回答数
比率
(%)

どちらかといえば安心

市の水道を利用している方に、水道水の安全性について伺った。

多い順から「どちらかといえば安心」670件（43.1％）、「安心」477件

（30.7％）、「どちらともいえない」318件（20.5％）、「どちらかといえば不安」

70件（4.5％）、「不安」19件（1.2％）となった。

「安心」「どちらかといえば安心」を合わせた1,147件（73.8％）は、水道水に対し

て安全性を感じているとわかった。

安心

30.7%

どちらかといえば

安心

43.1%

どちらともいえない

20.5%

どちらかといえば

不安

4.5%

不安

1.2%
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＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞＜市水道利用世帯の方＞

水道水を不安と思う理由　（複数回答可）水道水を不安と思う理由　（複数回答可）水道水を不安と思う理由　（複数回答可）水道水を不安と思う理由　（複数回答可）

1) 水源の汚れ 33 37.1

2) 水道管の汚れ 40 44.9

3) 消毒のための塩素 46 51.7

4) 受水槽の管理 23 25.8

5) なんとなく 6 6.7

6) その他 21 23.6

169 ―

89 ―

※　回答者総数141人から無回答4人、無効回答48人を除く

回答者数回答者数回答者数回答者数

《問18》《問18》《問18》《問18》

水道水を不安と思う理由水道水を不安と思う理由水道水を不安と思う理由水道水を不安と思う理由 回答数
回答数／
回答者数

(%)

計計計計

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
《問17》で「どちらかといえば不安である」又は「不安」とお答えした方にお
たずねします。あなたが、水道水を不安と思われる原因は何ですか。
（あてはまるものすべてに○をつけてください。）

水道水を不安と感じている方に、その理由を伺った。

「消毒のための塩素」が最も多く、46件（51.7％）と半数を超えた。続く「水道

管の汚れ」も40件（44.9％）と多い。以下、「水源の汚れ」33件（37.1％）、

「受水槽の管理」23件（25.8％）、「その他」21件（23.6％）、「なんとなく」6

件（6.7％）となった。

「その他」の自由回答では、「カルキがすぐ付着して不安」「水道管の老朽」「工

事や水の大量使用があった後はにごりがひどい」などの回答があった。

※

37.1 

44.9 

51.7 

25.8 

6.7 

23.6 

0 20 40 60 80 100

水源の汚れ

水道管の汚れ

消毒のための塩素

受水槽の管理

なんとなく

その他

(%)
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＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞

災害に備えた飲料水の確保災害に備えた飲料水の確保災害に備えた飲料水の確保災害に備えた飲料水の確保

1) 飲料水を汲み置きしている 96     5.8

2) 549   33.1

3) 両方している 33     2.0

4) 何もしていない 980   59.1

1,658 100.0

※　無回答30人を除く

【災害時の備えについて、おたずねします。】【災害時の備えについて、おたずねします。】【災害時の備えについて、おたずねします。】【災害時の備えについて、おたずねします。】

市販のミネラルウォーターな
どを買い置きしている

計計計計

《問19》《問19》《問19》《問19》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
　災害に備えて飲料水の汲み置き、ミネラルウォーターなどの買い置きをしていま
すか。
（いずれか1つに○をつけてください。）

災害に備えた災害に備えた災害に備えた災害に備えた
飲料水の確保飲料水の確保飲料水の確保飲料水の確保

回答数
比率
(%)

災害時に備えて飲料水の確保を行っているかを伺った。

「何もしていない」が980件（59.1％）で全体の6割弱を占めた。

飲料水を確保している中では、「市販のミネラルウォーターなどを買い置きしている」

が549件（33.1％）で最も多く、「飲料水を汲み置きしている」が96件（5.8％）、

「両方している」が33件（2.0％）であった。

飲料水を汲み置き

している

5.8%

市販のミネラル

ウォーターなどを

買い置きしている
33.1%

両方している

2.0%

何もしていない

59.1%
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＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞

市水道部への要望　（３つまで）市水道部への要望　（３つまで）市水道部への要望　（３つまで）市水道部への要望　（３つまで）

1) 飲料水の備蓄、確保 618 37.7

2) 緊急時の給水 1,213 74.0

3) 速やかな復旧 1,170 71.4

4) 水道施設の耐震化 427 26.1

5) 緊急時の正確な情報伝達 589 35.9

6) その他 22 1.3

4,039 ―

1,639 ―

※　回答者総数1,688人から無回答39人、無効回答10人を除く

回答者数回答者数回答者数回答者数

《問20》《問20》《問20》《問20》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
　災害に備えて市水道部にしてほしいことはありますか。
（あてはまるもの３つまで○をつけてください。）

市水道部への要望市水道部への要望市水道部への要望市水道部への要望 回答数
回答数／
回答者数

(%)

計計計計

災害時に備えて市水道部にしてほしいことを伺った。

「緊急時の給水」が1,213件（74.0％）、「速やかな復旧」が1,170件

（71.4％）で、この２つが突出して多い要望となった。以下、「飲料水の備蓄、確

保」618件（37.7％）、「緊急時の正確な情報伝達」589件（35.9％）、「水道施

設の耐震化」427件（26.1％）、「その他」22件（1.3％）となった。

「その他」の自由回答では、「長時間停電時の断水対策」「自家発電設備等の整

備」「給水ルートを複数にして断水を少なくする」「水道管の老化（劣化）が不安」

などの回答があった。

※

37.7 

74.0 

71.4 

26.1 

35.9 

1.3 

0 20 40 60 80 100

飲料水の備蓄、確保

緊急時の給水

速やかな復旧

水道施設の耐震化

緊急時の正確な情報伝達

その他

(%)
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＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞

市水道部の広報活動の認知　（複数回答可）市水道部の広報活動の認知　（複数回答可）市水道部の広報活動の認知　（複数回答可）市水道部の広報活動の認知　（複数回答可）

1) 市の広報「おうしゅう」への掲載 1,176 71.2

2) 市水道部のホームページへの掲載 160 9.7

3) 水道週間でのPR行事 183 11.1

4) 何も知らない 444 26.9

1,963 ―

1,652 ―

※　回答者総数1,688人から無回答36人を除く

回答者数回答者数回答者数回答者数

【市水道部の広報などについて、おたずねします。】【市水道部の広報などについて、おたずねします。】【市水道部の広報などについて、おたずねします。】【市水道部の広報などについて、おたずねします。】

《問21》《問21》《問21》《問21》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
　市水道部では、お客様に水道事業をご理解いただくため、様々な広報活動を
行っています。知っているものすべてに○をつけてください。

市水道部の広報活動の認知市水道部の広報活動の認知市水道部の広報活動の認知市水道部の広報活動の認知 回答数
回答数／
回答者数

(%)

計計計計

市水道部の広報活動について、知っているものを伺った。

「市の広報『おうしゅう』への掲載」が1176件（71.2％）で、最も認知度の高い

広報活動であることがわかった。続いて「水道週間でのPR行事」が183件

（11.1％）、「市水道部のホームページへの掲載」が160件（9.7％）であった。

一方で、「何も知らない」が444件（26.9％）と、全体の4分の1を占めた。

※

71.2 

9.7 

11.1 

26.9 

0 20 40 60 80 100

市の広報「おうしゅう」への掲載

市水道部のホームページへの掲載

水道週間でのPR行事

何も知らない

(%)
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＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞

市水道部の広報などについて市水道部の広報などについて市水道部の広報などについて市水道部の広報などについて

1) 満足している 104   6.3

2) 397   24.1

3) どちらともいえない 642   38.9

4) どちらかといえば不満である 41     2.5

5) 不満である 19     1.2

6) わからない 447   27.1

1,650 100.0

※　無回答37人、無効回答1人を除く

どちらかといえば満足してい
る

計計計計

《問22》《問22》《問22》《問22》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
　市水道部の広報などについて、どのように思われますか。
（いずれか1つに○をつけてください。）

市水道部の広報などについて市水道部の広報などについて市水道部の広報などについて市水道部の広報などについて 回答数
比率
(%)

市水道部の広報などについて、どのように思われているか伺った。

多い順から、「どちらともいえない」642件（38.9％）、「わからない」447件

（27.1％）、「どちらかといえば満足している」397件（24.1％）、「満足している」

104件（6.3％）、「どちらかといえば不満である」41件（2.5％）、「不満である」

19件（1.2％）となった。

「満足している」「どちらかといえば満足している」を合わせた501件（30.4％）の

方は、市水道部の広報などについて満足しているとわかった。

自由回答欄のない本問では、欄外に「年2回くらい『水道だより』みたいな広報があっ

ても良いのでは」というコメントもあった。

満足している

6.3%

どちらかといえば

満足している

24.1%

どちらともいえない

38.9%
どちらかといえば

不満である

2.5%

不満である

1.2%

わからない

27.1%
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＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞

水道について特に知りたい情報　（複数回答可）水道について特に知りたい情報　（複数回答可）水道について特に知りたい情報　（複数回答可）水道について特に知りたい情報　（複数回答可）

1) 水道水の水質 1,251 77.5

2) 放射能検査結果 700 43.4

3) 水源地の環境 817 50.6

4) 水道事業の概要 122 7.6

5) 水道事業の財政状況 270 16.7

6) 水道料金の仕組みと料金の使われ方 768 47.6

7) 水道の将来計画 308 19.1

8) 水道施設整備の状況 285 17.7

9) 地震など災害対策への取り組み 537 33.3

10) 緊急時対応方法 699 43.3

11) 上手な節水方法 270 16.7

12) 水道管の工事や断水情報 441 27.3

13) その他 28 1.7

6,496 ―

1,614 ―

※　回答者総数1,688人から無回答74人を除く

回答者数回答者数回答者数回答者数

計計計計

《問23》《問23》《問23》《問23》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
　水道について特に知りたい情報を、すべて選んで○をつけてください。

水道について特に知りたい情報水道について特に知りたい情報水道について特に知りたい情報水道について特に知りたい情報 回答数
回答数／
回答者数

(%)

77.5 

43.4 

50.6 

7.6 

16.7 

47.6 

19.1 

17.7 

33.3 

43.3 

16.7 

27.3 

1.7 

0 20 40 60 80 100

水道水の水質

放射能検査結果

水源地の環境

水道事業の概要

水道事業の財政状況

水道料金の仕組みと料金の使われ方

水道の将来計画

水道施設整備の状況

地震など災害対策への取り組み

緊急時対応方法

上手な節水方法

水道管の工事や断水情報

その他

(%)

※
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水道について特に知りたい情報を伺った。

「水道水の水質」が1,251件（77.5％）で最も多く、全体の8割弱が知りたいと

思っている情報だとわかった。

続く「水源地の環境」817件（50.6％）、「水道料金の仕組みと料金の使われ方」

768件（47.6％）、「放射能検査結果」700件（43.4％）、「緊急時対応方法」

699件（43.3％）も、半数に近い数の方が知りたいと思っている情報だとわかった。

以下は「水道管の工事や断水情報」441件（27.3％）、「水道の将来計画」308

件（19.1％）、「水道施設整備の状況」285件（17.7％）、「水道事業の財政状

況」270件（16.7％）、「上手な節水方法」270件（16.7％）、「水道事業の概

要」122件（7.6％）、「その他」28件（1.7％）となった。

「その他」の自由回答では、「塩素消毒の実態」「修理をどうすればいいか、いい

業者がわからない」「災害等で断水が続く場合、どこに行けば水が得られるかの情

報」「貯水タンクの管理・保安、防災面」「漏水対策の方法や効果について、年間の

漏水件数」などの回答が見られた。
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＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞

給水管の所有について給水管の所有について給水管の所有について給水管の所有について

1) 知っている 987   60.9

2) 知らなかった 635   39.1

1,622 100.0

※　無回答65人、無効回答1人を除く

計計計計

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
　水道管の所有については、市の水道管（道路側の配水管）から先の宅地側の部分
（給水管）については、水道使用者であるお客様の所有物ですが、このことをご存
知でしたか。～　下の図をご覧ください。
（いずれかに○をつけてください。）

《問24》《問24》《問24》《問24》

給水管の所有について給水管の所有について給水管の所有について給水管の所有について 回答数
比率
(%)

図を見てもらい、給水管は、水道利用者であるお客様の所有物であることを知っている

か伺った。

「知っている」は987件（60.9％）、「知らなかった」は635件（39.1％）で、給

水管の所有者は水道利用者であることを知っている方が多かった。

知っている

60.9%

知らなかった

39.1%
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＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞

給水管漏水時の修理費用負担について給水管漏水時の修理費用負担について給水管漏水時の修理費用負担について給水管漏水時の修理費用負担について

1) 104   6.9

2) 685   45.8

3) その他 708   47.3

1,497 100.0

※　無回答188人、無効回答3人を除く

回答数
比率
(%)

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
　そして、給水管に漏水等が発見された場合、基本的には、所有者であるお客様の
負担で修繕を行っていただくことになるのですが、これまでは次のように取り扱っ
てきました。
①水道メーターより内側（宅側）はお客様の負担で修理
②水道メーターより外側（配水管側）の部分は、修理等を迅速に行う事で漏水量を
削減するため、市で経費を負担して修理しています。
　※②の年間修理費用：H27年度715件で約7,500万円（漏水修繕の約1/2）
　この状況について、あなたはどう思われますか。
（いずれかに○をつけてください。）

計計計計

②水道メーターより外側につ
いても、所有者である水道使
用者が負担すべき

②水道メーターより外側につ
いては、所有者である水道使
用者がいくらかの負担は必要

《問25》《問25》《問25》《問25》

給水管漏水時の修理費用負担給水管漏水時の修理費用負担給水管漏水時の修理費用負担給水管漏水時の修理費用負担

問24を踏まえ、給水管で漏水が発生した場合の修理費用について伺った。

「②水道メーターより外側についても、所有者である水道使用者が負担すべき」は

104件（6.9％）、「②水道メーターより外側については、所有者である水道使用者がい

くらかの負担は必要」は685件（45.8％）で、合わせて789件（52.7％）は、宅地内

であれば、水道メーターより外側においても水道使用者にある程度の費用負担が必要だと

考えているとわかった。

一方、「その他」は708件（47.3％）であった。「これまで通り」のような選択肢が

ないために多くなったと思われる。

自由回答では「これまで通り」「今まで通り」といった回答の他に、「原因・状況によ

る」「仕組みを変えるにしても説明が必要」「修理料金が高すぎる」「修理しない人が出

てくる」といった回答が見られた。

②水道メーターより

外側についても、所

有者である水道使

用者が負担すべき

6.9%

②水道メーターより

外側については、

所有者である水道

使用者がいくらかの

負担は必要

45.8%

その他

47.3%
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参考図参考図参考図参考図

＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞

給水管漏水時の修理費用負担について給水管漏水時の修理費用負担について給水管漏水時の修理費用負担について給水管漏水時の修理費用負担について

1) 104   6.2

2) 685   40.6

3) その他 708   41.9

4) 無回答 188   11.1

5) 無効回答 3      0.2

1,688 100.0

比率
(%)

②水道メーターより外側につ
いても、所有者である水道使
用者が負担すべき

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
　そして、給水管に漏水等が発見された場合、基本的には、所有者であるお客様の
負担で修繕を行っていただくことになるのですが、これまでは次のように取り扱っ
てきました。
①水道メーターより内側（宅側）はお客様の負担で修理
②水道メーターより外側（配水管側）の部分は、修理等を迅速に行う事で漏水量を
削減するため、市で経費を負担して修理しています。
　※②の年間修理費用：H27年度715件で約7,500万円（漏水修繕の約1/2）
　この状況について、あなたはどう思われますか。
（いずれかに○をつけてください。）

②水道メーターより外側につ
いては、所有者である水道使
用者がいくらかの負担は必要

計計計計

《問25》《問25》《問25》《問25》

給水管漏水時の費用負担給水管漏水時の費用負担給水管漏水時の費用負担給水管漏水時の費用負担 回答数

本問は188件の無回答があり、全回答（1,688件）の1割を超えるほど多いため、無

回答・無効回答を除かないグラフも参考として掲載した。

②水道メーターより外

側についても、所有者

である水道使用者が

負担すべき

6.2%

②水道メーターより外

側については、所有者

である水道使用者が

いくらかの負担は必要

40.6%

その他

41.9%

無回答

11.1%

無効回答

0.2%
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＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞

水道料金について水道料金について水道料金について水道料金について

1) 妥当である 618   38.5

2) 599   37.3

3) 高い 349   21.7

4) どちらかといえば安い 35     2.2

5) 安い 6      0.4

1,607 100.0

※　無回答80人、無効回答1人を除く

計計計計

【水道料金について、おたずねします。】【水道料金について、おたずねします。】【水道料金について、おたずねします。】【水道料金について、おたずねします。】

《問26》《問26》《問26》《問26》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
　現在の水道料金についてどのようにお考えですか。
（いずれか1つに○をつけてください。）

水道料金について水道料金について水道料金について水道料金について 回答数
比率
(%)

どちらかといえば高い

現在の水道料金について伺った。

多い順から、「妥当である」618件（38.5％）、「どちらかといえば高い」599件

（37.3％）、「高い」349件（21.7％）、「どちらかといえば安い」35件

（2.2％）、「安い」6件（0.4％）となった。

「高い」「どちらかといえば高い」を合わせると948件（59.0％）となり、およそ6

割の人が、水道料金は高いと感じていることがわかった。

自由回答欄のない本問では、欄外に「他と比べたことがないのでわからない」「他市な

どの比較対象が欲しい」といった旨のコメントが見られた。

妥当である

38.5%

どちらかといえば

高い

37.3%

高い

21.7%

どちらかといえば

安い

2.2%

安い

0.4%
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＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞

水道料金の支払い方法について水道料金の支払い方法について水道料金の支払い方法について水道料金の支払い方法について

1) 口座振替 1,329 87.4

2) 70     4.6

3) コンビニで納付 110   7.2

4) お客様センターで納付 11     0.7

1,520 100.0

※　無回答45人、無効回答4人、問7で「（市水道を）
利用していない」と回答した119人を除く

銀行、農協などで納付

計計計計

《問27》《問27》《問27》《問27》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
　現在、水道料金はどのような方法でお支払いいただいていますか。
（いずれか1つに○をつけてください。）

水道料金の支払い方法水道料金の支払い方法水道料金の支払い方法水道料金の支払い方法 回答数
比率
(%)

現在の水道料金はどのような方法で支払っているか伺った。

「口座振替」が圧倒的に多く、1,329件（87.4％）を占めた。

「コンビニで納付」は110件（7.2％）、「銀行、農協などで納付」は70件

（4.6％）、「お客様センターで納付」は11件（0.7％）であった。

口座振替

87.4%

銀行、農協など

で納付

4.6%

コンビニで納付

7.2%

お客様センター

で納付

0.7%
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＜前記（問27）の質問で「1　口座振替」以外を選んだ方＞＜前記（問27）の質問で「1　口座振替」以外を選んだ方＞＜前記（問27）の質問で「1　口座振替」以外を選んだ方＞＜前記（問27）の質問で「1　口座振替」以外を選んだ方＞

口座振替にしない理由　（複数回答可）口座振替にしない理由　（複数回答可）口座振替にしない理由　（複数回答可）口座振替にしない理由　（複数回答可）

1) 口座振替の手続きがわからない 6 4.3

2) 金融機関に手続きに行くことができない 5 3.6

3) 金融機関へ手続きに行くことが面倒である 32 22.9

4) 毎月通帳に入金することが面倒である 57 40.7

5) 金融機関に自分の口座がない 2 1.4

6) その他 50 35.7

152 ―

140 ―

※　回答者総数197人から無回答53人、無効回答4人を除く

回答者数回答者数回答者数回答者数

《問28》《問28》《問28》《問28》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
　口座振替を行わない理由を選んでください。
（該当するものに、いくつでも○をつけてください。）

口座振替にしない理由口座振替にしない理由口座振替にしない理由口座振替にしない理由 回答数
回答数／
回答者数

(%)

計計計計

前問で「口座振替」以外を選んだ方に、口座振替にしない理由を伺った。

多い順から、「毎月通帳に入金することが面倒である」57件（40.7％）、「その

他」50件（35.7％）、「金融機関に手続きに行くことが面倒である」32件

（22.9％）、「口座振替の手続きがわからない」6件（2.9％）、「金融機関に手続

きに行くことができない」5件（3.6％）、「金融機関に自分の口座がない」2件

（1.4％）であった。

「その他」の自由回答では、「毎月の料金を把握するため」「やりくりの都合」

「コンビニが便利」といった回答が見られた。

4.3 

3.6 

22.9 

40.7 

1.4 

35.7 

0 20 40 60 80 100

口座振替の手続きがわからない

金融機関に手続きに行くことができない

金融機関へ手続きに行くことが面倒である

毎月通帳に入金することが面倒である

金融機関に自分の口座がない

その他

(%)

※
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＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞

水道料金の値上げについて水道料金の値上げについて水道料金の値上げについて水道料金の値上げについて

1) 956   63.2

2) その他 556   36.8

1,512 100.0

※　無回答176人を除く

計計計計

《問29》《問29》《問29》《問29》

水道水が安定供給されるので
あれば、料金の値上げはやむ
を得ない

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
　水道事業は、企業会計として主に水道料金で運営されています。今後、当市の人
口減少が予想される中、経費縮減に取り組んだとしても、現在の水道料金では、老
朽化していく設備（配水管、浄水場や配水池など）の更新や災害対策としての施設
の耐震化をすることが困難になると想定されます。今後、設備更新等をしていくた
めの水道料金の値上げについてどう思いますか？　１つだけ選んでください。
（いずれか1つに○をつけてください。）

水道料金の値上げについて水道料金の値上げについて水道料金の値上げについて水道料金の値上げについて 回答数
比率
(%)

今後の水道料金の値上げについて伺った。

「水道水が安定供給されるのであれば、料金の値上げはやむを得ない」は956件

（63.2％）、「その他」は556件（36.8％）であった。

「その他」の自由回答では、「値上げは困る」「反対」「市の予算から出すべき」「経

費削減」「経営努力が必要」という回答が大半を占めた。

値上げを容認する意見でも、「値上げの程度による」「説明、理解が必要」のように、

条件付きの回答が多く見られた。

水道水が安定供給

されるのであれば、

料金の値上げは

やむを得ない

63.2%

その他

36.8%

- 33 -



参考図参考図参考図参考図

＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞

水道料金の値上げについて水道料金の値上げについて水道料金の値上げについて水道料金の値上げについて

1) 956   56.6

2) その他 556   32.9

3) 無回答 176   10.4

1,688 100.0計計計計

《問29》《問29》《問29》《問29》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
　水道事業は、企業会計として主に水道料金で運営されています。今後、当市の人
口減少が予想される中、経費縮減に取り組んだとしても、現在の水道料金では、老
朽化していく設備（配水管、浄水場や配水池など）の更新や災害対策としての施設
の耐震化をすることが困難になると想定されます。今後、設備更新等をしていくた
めの水道料金の値上げについてどう思いますか？　１つだけ選んでください。
（いずれか1つに○をつけてください。）

給水管漏水時の修理費用負担給水管漏水時の修理費用負担給水管漏水時の修理費用負担給水管漏水時の修理費用負担 回答数
比率
(%)

水道水が安定供給されるので
あれば、料金の値上げはやむ
を得ない

本問は176件の無回答があり、全回答（1,688件）のほぼ1割と多いため、無回答を

除かないグラフも参考として掲載した。

水道水が安定供給

されるのであれば、

料金の値上げは

やむを得ない

56.6%

その他

32.9%

無回答

10.4%
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＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞

職員・検針員の対応について職員・検針員の対応について職員・検針員の対応について職員・検針員の対応について

1) 満足している 341   21.6

2) 493   31.2

3) どちらともいえない 681   43.1

4) どちらかといえば不満である 48     3.0

5) 不満である 17     1.1

1,580 100.0

※　無回答108人を除く

どちらかといえば満足して
いる

計計計計

【水道料金について、おたずねします。】【水道料金について、おたずねします。】【水道料金について、おたずねします。】【水道料金について、おたずねします。】

《問30》《問30》《問30》《問30》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
　あなたは、市水道部やお客様センターの職員、検針員の対応についてどのように
思われますか。
（いずれか1つに○をつけてください。）

職員、検針員の対応職員、検針員の対応職員、検針員の対応職員、検針員の対応 回答数
比率
(%)

市水道部やお客様センターの職員、検針員の対応について伺った。

多い順から、「どちらともいえない」681件（43.1％）、「どちらかといえば満足し

ている」493件（31.2％）、「満足している」341件（21.6％）、「どちらかといえ

ば不満である」48件（3.0％）、「不満である」17件（1.1％）となった。

「満足している」「どちらかといえば満足している」を合わせた834件（52.8％）の

方は、職員、検針員の対応について満足しているとわかった。

自由回答欄のない本問では、欄外に「会ったことがないのでわからない」といった旨の

コメントが見られた。

満足している

21.6%

どちらかといえば

満足している

31.2%

どちらとも

いえない

43.1%

どちらかといえば

不満である

3.0%

不満である

1.1%
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＜問30で、どちらかといえば不満、又は不満と答えた世帯の方＞＜問30で、どちらかといえば不満、又は不満と答えた世帯の方＞＜問30で、どちらかといえば不満、又は不満と答えた世帯の方＞＜問30で、どちらかといえば不満、又は不満と答えた世帯の方＞

職員・検針員の対応に不満を感じた時　（複数回答可）職員・検針員の対応に不満を感じた時　（複数回答可）職員・検針員の対応に不満を感じた時　（複数回答可）職員・検針員の対応に不満を感じた時　（複数回答可）

1) 水道の使用開始や中止などの申し込みのとき 3 4.7

2) メーター検針のとき 25 39.1

3) メーター更新のとき 2 3.1

4) 家庭の水道工事に関する問い合わせのとき 8 12.5

5) 家庭の水道の漏水修繕工事をしたとき 10 15.6

6) 道路での水道管工事現場での対応 11 17.2

7) 使用水量・水道料金等に関する問い合わせのとき 12 18.8

8) お客様センターでの手続きや支払いのとき 13 20.3

9) その他 20 31.3

104 ―

64 ―

※　回答者総数79人から無回答1人、無効回答14人を除く

回答者数回答者数回答者数回答者数

《問31》《問31》《問31》《問31》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
　《問30》で「どちらかといえば不満」又は「不満」とお答えした方にお伺い
します。あなたが、不満に感じるのはどのようなときですか。
（あてはまるものすべてに○をつけてください。）

職員・検針員の対応に不満を感じた時職員・検針員の対応に不満を感じた時職員・検針員の対応に不満を感じた時職員・検針員の対応に不満を感じた時 回答数
回答数／
回答者数

(%)

計計計計

職員、検針員の対応に不満を感じている方に、どんなときにそう感じたか伺った。

「メーター検針のとき」が25件（39.1％）で最も多く、4割近くの方が不満を感じたと

きに挙げた。

以下、「その他」20件（31.3％）、「お客様センターでの手続きや支払いのとき」13

件（20.3％）、「使用水量・水道料金等に関する問い合わせのとき」12件（18.8％）、

「道路での水道管工事現場での対応」11件（17.2％）、「家庭の水道の漏水修繕工事を

したとき」10件（15.6％、）「家庭の水道工事に関する問い合わせのとき」8件

（12.5％）、「水道の使用開始や中止などの申し込みのとき」3件（2.5％）、「メー

ター更新のとき」2件（3.1％）となった。

「その他」の自由回答では、「土日の営業」「冬道に入口付近に車を止め検針 他の車

等出入出来ない」「近所で漏水修繕工事をした時」などの回答が見られた。

4.7 

39.1 

3.1 

12.5 

15.6 

17.2 

18.8 

20.3 

31.3 

0 20 40 60 80 100

水道の使用開始や中止などの申し込みのとき

メーター検針のとき

メーター更新のとき

家庭の水道工事に関する問い合わせのとき

家庭の水道の漏水修繕工事をしたとき

道路での水道管工事現場での対応

使用水量・水道料金等に関する問い合わせのとき

お客様センターでの手続きや支払いのとき

その他

(%)

※
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＜問30で、どちらかといえば不満、又は不満と答えた世帯の方＞＜問30で、どちらかといえば不満、又は不満と答えた世帯の方＞＜問30で、どちらかといえば不満、又は不満と答えた世帯の方＞＜問30で、どちらかといえば不満、又は不満と答えた世帯の方＞

職員・検針員の対応に不満を感じた理由　（複数回答可）職員・検針員の対応に不満を感じた理由　（複数回答可）職員・検針員の対応に不満を感じた理由　（複数回答可）職員・検針員の対応に不満を感じた理由　（複数回答可）

1) 言葉づかいや態度が悪かった 23 37.1

2) たらい回しにされた 9 14.5

3) 説明がよくわからなかった 14 22.6

4) 対応が遅かった 19 30.6

5) その他 29 46.8

94 ―

62 ―

※　回答者総数76人から無回答4人、無効回答10人を除く

回答者数回答者数回答者数回答者数

《問32》《問32》《問32》《問32》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
　《問30》で「どちらかといえば不満」又は「不満」とお答えした方にお伺いしま
す。あなたが、不満に感じた理由は何ですか。
（あてはまるものすべてに○をつけてください。）

職員・検針員の対応に不満を感じた理由職員・検針員の対応に不満を感じた理由職員・検針員の対応に不満を感じた理由職員・検針員の対応に不満を感じた理由 回答数
回答数／
回答者数

(%)

計計計計

職員、検針員の対応に不満を感じている方に、不満を感じた理由を伺った。

多い順に「その他」29件（46.8％）、「言葉づかいや態度が悪かった」23件

（37.1％）、「対応が遅かった」19件（30.6％）、「説明が良くわからなかった」

14件（22.6％）、「たらい回しにされた」9件（14.5％）であった。

「その他」の自由回答では、「出入り時にあいさつがない」「草花を折られた」

「漏水しているかもと早めに教えてほしかった」「こちらが説明しても理解できてい

ない」などの回答があった。

※
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＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞＜すべての世帯の方＞

水道事業が今後力を入れるべきこと　（２つ以内）水道事業が今後力を入れるべきこと　（２つ以内）水道事業が今後力を入れるべきこと　（２つ以内）水道事業が今後力を入れるべきこと　（２つ以内）

1) 災害に強い水道施設の整備 637 42.2

2) 安全な水を供給するための水質管理 1,094 72.5

3) 緊急時の復旧対策 463 30.7

4) 積極的な情報公開 93 6.2

5) 環境対策の推進（二酸化炭素の排出削減等） 25 1.7

6) 経費の節減 392 26.0

7) お客様サービスの向上 19 1.3

8) その他 42 2.8

2,765 ―

1,510 ―

※　回答者総数1,688人から無回答123人、無効回答55人を除く

回答者数回答者数回答者数回答者数

《問33》《問33》《問33》《問33》

（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）（ 質 問 ）
　水道事業において、今後、力を入れるべきことはどのようなことだと思われます
か。
（いずれか2つ以内で○をつけてください。）

水道事業が今後力を入れるべきこと水道事業が今後力を入れるべきこと水道事業が今後力を入れるべきこと水道事業が今後力を入れるべきこと 回答数
回答数／
回答者数

(%)

計計計計

水道事業において今後力を入れていくべきことを伺った。

「安全な水を供給するための水質管理」が1,094件（72.5％）で、最も多かった。

「災害に強い水道施設の整備」が637件（42.2％）で続き、以下「緊急時の復旧対

策」463件（30.7％）、「経費の節減」392件（26.0％）、「積極的な情報公開」

93件（6.2％）、「その他」42件（2.8％）、「環境対策の推進（二酸化炭素の排出

削減等）」25件（1.7％）、「お客様サービスの向上」19件（1.3％）となった。

「お客様サービスの向上」の自由回答では、「大都市と同じくクレジット払いをす

るべき」「支払い時間の延長」といった回答が見られた。

「その他」の自由回答では、「管、設備の更新」「水道料金の値下げ」「下水道に

ついて」「過疎地での水道事業のあり方」といった回答が見られた。
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