
簡易支援ツールの改善点および変更点

１．「操作メニュー」シートについて

簡易支援ツールの操作性を改善するため、基本操作は「操作メニュー」シートより実施するようにしました。

「操作メニュー」シート（全画面）

各ステップ単位でトップダウンで操作ボタンをクリックすることで、作業が進められるようにしてあります。

各ボタンには機能単位で色分けしてあります。内容は以下の通りです。

・・・　薄いオレンジのボタン　：　操作説明のシートを表示

・・・　水色のボタン　：　データの設定や編集内容を確認するためにシートを表示

・・・　灰色の3Dボタン　：　マクロを実行

・・・　オレンジのボタン　：　各様式シートを参照するための専用シートを表示



２．「初期設定」シートについて

マクロや関数で必要となるパラメータ（設定値）を「初期設定」シートで一元管理するようにしました。

「初期設定」シート（全画面）

初期設定(F8)（橙色部分の設定値を必要に応じて変更または登録してください。）

基準年度： 2020 システム年： 2020 セルの色
(令和2年度)

自動設定とは関数またはマクロによる編集を示します。

デフレーター（1984年以前のデフレーターは様式1に記載）

西暦

（年度）
上・工業用水道 国土交通省　建設工事費　デフレーター　ＵＲＬ

1985年度 81.1 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_tk4_000112.html
1986年度 80.1
1987年度 80.6 デフレーターの情報は上記ＵＲＬより「最新の公表資料　月次（Excel形式）の上・工業用水道」を参照し、必要に応じて更新してください。 更新耐用年数を設定する為の参考資料
1988年度 82.1 詳細は「はじめる前に」シートを参照してください。
1989年度 85.9 水道事業者独自に更新基準年数を設定している事例
1990年度 89.0 健全度の判断基準（構造物及び設備） シナリオ作成情報
1991年度 91.4 資産区分 超 以下 処理区分 倍率
1992年度 92.4 健全資産 0.0 1.0 算出する

1993年度 92.3 経年化資産 1.0 1.5 算出する 平準化 10
1994年度 92.4 老朽化資産 1.5 3.0 算出する 平準化 10
1995年度 92.6 算出する 1.2 平準化 10
1996年度 92.4 健全度の判断基準（管路） 平準化とは改築初年度の改築該当資産に対し、健全度の低い順に指定年度内に均等配分し、
1997年度 93.3 管路区分 超 以下 改築初年度の費用を軽減させる方式です。（最大20年まで）
1998年度 91.8 健全管路 0.0 1.0
1999年度 90.8 経年化管路 1.0 1.5
2000年度 91.0 老朽化管路 1.5 3.0
2001年度 89.3
2002年度 88.6 建築・土木・設備類の更新基準年数
2003年度 89.7 法定耐用年数 更新基準年数

2004年度 91.3 50 0
2005年度 92.9 60 0
2006年度 94.5 ステップ３にて使用 45 0 配水池《SUS》は施設名

2007年度 97.5 15 0
2008年度 103.0 15 0
2009年度 98.2 0 電気に含め、15年で計算
2010年度 98.5 40 0 ステップ1_1で使用
2011年度 100.0
2012年度 99.3 管路の更新基準年数及び改築単価（単価は様式2作成ファイルの「様式2-2準備用」シートより自動編集）
2013年度 101.2 管種コード 法定耐用年数 更新基準年数 改築単価 再改築単価

2014年度 104.3 A1 40 0 0 0 直接診断に基づき更新基準年数を設定している事例
2015年度 104.8 A2 40 0 0 0
2016年度 104.8 A3 40 0 0 0
2017年度 106.5 A9 40 0 0 0
2018年度 109.6 B1 40 0 0 0
2019年度 B9 40 0 0 0
2020年度 C1 40 0 0 0
2021年度 D1 40 0 0 0
2022年度 D2 40 0 0 0
2023年度 D9 40 0 0 0
2024年度 E1 40 0 0 0
2025年度 F1 40 0 0 0
2026年度 G1 40 0 0 0
2027年度 G9 40 0 0 0
2028年度 H1 40 0 0 0
2029年度 H9 40 0 0 0
2030年度 Z9 40 0 0 0
2031年度
2032年度 最低確保資金残高（千円） 元利償還条件（新債）
2033年度 300,000 　資金残高が指定額を下回った場合、不足分を企業債で補います。 据置 5 年
2034年度 償還 25 年
2035年度 財源確保設定シナリオ 利息 3.5 ％年賦
2036年度 料金改定1 4 年間隔で料金改定
2037年度 料金改定2 12 年後に差損益±0になるように初年度を料金改定
2038年度 料金改定1 4 年間隔で料金改定
2039年度 料金改定2 12 年後に差損益±0になるように初年度を料金改定
2040年度 料金改定1 4 年間隔で料金改定
2041年度 料金改定2 12 年後に差損益±0になるように初年度を料金改定
2042年度
2043年度
2044年度 国立社会保障・人口問題研究所　『日本の地域別将来推計人口』（平成30（2018）年推計） URL
2045年度
2046年度
2047年度
2048年度 人口増減率の情報は上記ＵＲＬより「結果表1　総人口および指数（平成27（2015）年＝100とした場合）（Excel）」を参照し、必要に応じて更新してください。
2049年度
2050年度 該当する自治体の人口指数をコピー＆ペーストしてください。（サンプルデータは全国総人口推移）

年度 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
人口指数 100 98.6088927 96.41921397 93.72910028 90.65344821 87.27251269 83.73342775

初期設定（当画面）を表示したい場合は「F8」を押下してください。

法定耐用年数で改築

更新基準年数で改築

更新基準年数×倍率の年数で改築

建築

平準化（指示/年数）

法定耐用年数で更新

更新基準年数で更新

更新基準年数×倍率の年数で更新

工種（施設名）

その他　（管種が不明のものを含む） (m)

硬質塩化ビニル管　（ＲＲロング継手等を有する） (m)

硬質塩化ビニル管　（ＲＲ継手等を有する） (m)

硬質塩化ビニル管　（上記以外・不明なものを含む） (m)

コンクリート管 (m)

鉛管 (m)

様式2作成ファイル名

y2-sakuse i_ 2019.x lsm

当シートの入力ルールについて

必要に応じて変更してください。

固定値または自動設定の為、書き換え不可です。

シナリオ名

改築未実施

土木

鋼管　（溶接継手を有する） （m）

鋼管　（上記以外・不明なものを含む） (m)

石綿セメント管 (m)

管種区分

鋳鉄管　（ダクタイル鋳鉄管は含まない） (m)

ダクタイル鋳鉄管　耐震型継手を有する (m)

ダクタイル鋳鉄管　Ｋ形継手等を有するもののうち良い地盤に布設されている (m)

ダクタイル鋳鉄管　(上記以外・不明なものを含む） (m)

配水池《SUS》

電気

機械

計装

当ツールの保存ファイル名

●Kani_Tool _2019_SaveNo1.x lsm

http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/2gaiyo_hyo/gaiyo.asp

ポリエチレン管　（上記以外・不明なものを含む） （m）

ステンレス管　耐震型継手を有する (m)

ステンレス管　(上記以外・不明なものを含む） (m)

その他１

ポリエチレン管　（高密度、熱融着継手を有する） （m）

Ａ事業者 Ｂ事業者 Ｃ事業者 Ｄ事業者 Ｅ事業者 Ｆ事業者 Ｇ事業者 Ｈ事業者 Ｉ事業者 Ｊ事業者 Ｋ事業者

腐食性高い
幹線本管：60年
支管：40年
小管：40年

腐食性低い 70年

腐食性高い
幹線本管：60年※3)
支管：40年※3)
小管：40年※3)

腐食性低い 70年※3)

80年 80年 60年

70年 80年※3) 50年

幹線本管：－
支管：25年
小管：25年

幹線本管：60年
支管：40年
小管：40年

幹線本管：80年
支管：－
小管：－

－ 80年 50年
－ 25年※4)

40年※4)
40年※4)

50年 40年 40年
－ 50年※5) 40年

※1)耐震性が高いとは、離脱防止機構付き継手を有するダクタイル鉄管のことをいう。
※2)A地盤とは海面埋立部、軟弱地盤、液状化の危険性の高い地盤、活断層部、地滑り地域、地盤急変部をいう。
※3)施策的に耐震性の向上を図る場合は、この年数より少ない年数で更新する場合もあり得る。
※4)更新候補とする目安の年数であり、破損事故、漏水等の障害発生状況によりこの年数より少ない年数または多い年数で更新する場合もあり得る。
※5)メーカー実施の長期耐久性試験（内圧クリープ試験）の結果をもとに50年としたが、今後得た知見、調査結果等により再設定もあり得る。

耐衝撃性塩化
ビニル管

TS継手
RR継手

40年
40年

50年

耐震性低く、
かつA地盤に埋設

50年

ポリスリーブ
装着

耐震性高い、
またはA地盤
以外に埋設

耐震性低く、
かつA地盤に埋設

ステンレス鋼管

40年

塩化ビニル管

56～60年

70年

60年 40年

60年

60年

40年 60年

鋳鉄管
ポリエチレン管

ダクタイル
鋳鉄管

ポリスリーブ
未装着

耐震性高い※1)、
またはA地盤※2)
以外に埋設

1989年以前
40年

1990年以降
50年

鋼管
溶接継手であり、
耐震性が高い

小口径（φ300以下）
接合部ライニングなし

60年 －電気防食なし

電気防食管路

Ｌ事業体 Ｍ事業体 Ｎ事業体 Ｏ事業体 Ｐ事業体 Ｑ事業体 Ｒ事業体 Ｓ事業体 Ｔ事業体

腐食性
高い

【500㎜未満】
40年

【500㎜以上】
60年

【配水本管】
40年

【配水支管】
40年

腐食性
低い

【500㎜未満】
60年

【500㎜以上】
80年

【配水本管】
腐食性普通：80年
腐食性低い：90年

【配水支管】
腐食性普通：60年
腐食性低い：70年

－ 85年 － － － － － － －
73年
64年
56年

－ －

ダクタイル
鋳鉄管

ポリスリーブ
未装着

65年 60年

－ 70年

－

ポリスリーブ装着

鋼管
φ150以下

55年 － －

口径毎51～96年
（φ200～2000）

φ200～φ300以下
φ350以上

70年
※昭和57年以前は

60年

【配水本管】
700㎜以下70年
800㎜以上80年

【配水支管】
69年

－

－



様式1や様式2より移設した項目

（１）　基準年度（様式2-1）
（２）　デフレーター（1985年以降）（様式1）
（３）　健全度の判定基準（構造物および設備）（様式2-1）
（４）　健全度の判定基準（管路）（様式2-2）
（５）　元利償還条件（新債）（様式9H-R、様式9X-R　・・・　様式が追加され名称も変更）

新設した項目

（１）　シナリオ作成情報　・・・　シナリオ作成の実行指示や平準化に実施指示
（２）　建築・土木・設備類の更新基準年数　・・・　様式2では関数による自動設定に変更
（３）　管路の更新基準年数および単価　・・・　様式2では関数による自動設定に変更
（４）　最低確保資金残高（千円）　・・・　新債は事業費の10％（固定）から設定された最低確保資金残高の不足分を発行するように変更
（５）　財源確保設定シナリオ　・・・　マクロによる自動算出に変更、財源確保ケースを1ケースから2ケースに変更
（６）　各自治体ごとの人口指数　・・・　人口指数を基に「様式9-0」の「将来の行政人口」および「年間有収水量」を算出
（７）　様式2作成ファイル名　・・・　「操作メニュー」シートのマクロより「様式2作成ファイル」を開く際に使用
（８）　当ツールの保存ファイル名　・・・　「操作メニュー」シートのマクロより「簡易支援ツール」を別ファイルに保存する場合に使用

３．「表・グラフ確認」シートについて

編集された表やグラフを簡単に確認できるようにするための専用シートです。

「初期設定」シート（一部抜粋）

各シート毎にボタン（ハイパーリンク機能）をクリックすることで容易にシートを表示することが可能になりました。

４．ファンクションキーによるシート移動について

簡易支援ツールの操作の根幹をなす「操作メニュー」「初期設定」「表グラフ確認」シートへの移動はファンクションキーの押下でも可能にしています。



５．「様式2-1」シートのマクロ実行ボタンの廃止

「様式2-1」に存在したマクロの実行ボタンはすべて「操作メニュー」シートへ移設しました。

「データ入力」　⇒　 ・・・　機能的な変更はなし

「様式5-1：構造物及び設備の健全度算定」 改善点
「様式6-1：構造物及び設備の更新需要算定」 （１）　4回のマクロ実行を1回に変更（様式2-1を1回の参照で全てのシナリオの健全度・更新需要を算出するこうに変更したことで処理時間を1/3に短縮）
「様式7-1：構造物及び設備の更新需要算定」 （２）　マクロでの算定処理結果を残すように変更（健全度：計算シート2-1～2-4、更新需要：計算シート4-2～4-4）
「様式8-1：構造物及び設備の健全度算定」 （３）　マクロ実行中の処理状況が分かるようにカウンターメッセージ（ステータスバー）を表示する機能を追加

ステータスバーの表示例

（４）　更新基準の応答メッセージを廃止（マクロの処理中に中断しないように変更）

「コピーした様式2-1準備用データの貼付け」　⇒ 改善点
（１）　貼付け機能を廃止し、様式2作成ファイルのデータを直接編集するように変更（様式2作成ファイルのコピー機能の廃止）

６．「様式2-1」シートの変更について

マクロの算定処理の効率化に伴い、項目を追加しています。また、集計表を見やすい位置に移動し、プルダウンリストに施設名を追加しました。
また、デフレーターを基に現在価格を算出するしないを「計算区分」で可視化しています。（様式2作成ファイルからのデータはデフレーター計算不要のため）

「様式2-1」シート（一部抜粋）

改善点（変更点）
（１）　⑤施設名はプルダウンリストより選択可能（①プルダウンメニューに「施設名」を追加）
（２）　⑨法定耐用年数は関数による自動設定に変更
（３）　⑬基準*倍率（現有施設）、⑭基準*倍率（更新後）を項目追加
（４）　計算区分を追加（スペースの場合はデフレーター計算）
（５）　【集計表】を見やすい位置に移動
（６）　ステップ3で変更入力する項目をオレンジに変更

⇒



７．「様式9-0」シートの変更について

「初期設定」シートに設定されている各自治体ごとの人口指数を基に「将来の行政人口」および「年間有収水量」を算出するように変更しました。

「様式9-0」シート（一部抜粋）

「初期設定」シート（一部抜粋）
変更点

（１）　「将来の行政人口」は「将来の行政人口ファイル」の予測値を貼付け　⇒　最新実績の人口　*　人口指数　で算出
（２）　「年間有収水量」は「将来の行政人口」が設定されている場合は前年度からの人口増減率を基に算出（変更なし）
　　　「年間有収水量」は「将来の行政人口」が設定されていない場合は全国推計結果（0.99224）にて算出　⇒　「初期設定」シートの人口指数を基に算出に変更

（全国一律から各自治体ごとに算出するように改善）

人口指数の補正について
設定年度間の人口指数は差分を均等割した数値を加減算して補正します。（例、加減算値：（2025年の人口指数-2020年の人口指数）/5、（96.41921397-98.6088927）/5＝-0.437935746）
最新実績の2020年の人口指数が100になるように補正します。（各年度の人口指数/最新実績の人口指数*100）
2046年以降の補正は2040年～2045年の差分の均等値を基に行います。
補正例1、2021年の人口指数：(98.6088927-0.437935746)/98.6088927*100=99.555886153(99.56) 補正例2、2025年の人口指数：96.41921397/98.6088927*100=97.779430769(97.78)
（2020年の人口指数+加減算値)/最新実績の人口指数*100 2025年の人口指数/最新実績の人口指数*100

８．「様式9H-R2」～「様式9X-R4」シートについて

企業債（新債）の発行に伴う元利償還条件を「初期設定」シートで管理するように変更しました。

「様式9H-R2」シート（一部抜粋） 「初期設定」シート（一部抜粋）



９．企業債（新債）発行額と水道料金に改定率の自動算出処理について

「（２）　企業債・料金改定率の算定処理の実行」ボタンをクリックすることで作成済みのシナリオデータの企業債と料金改定率を算定します。

「初期設定」シートに設定された「最低確保資金残高」を基に企業債（新債）の発行額を自動算出します。
「初期設定」シートに設定されたシナリオ毎の「料金改定」条件（年数）を基に料金改定率を自動算出します。

「初期設定」シート（一部抜粋）

企業債（新債）の算定結果事例

「様式9H-2」シート（一部抜粋）

料金据置ケースのため、企業債（新債）が発行された年度の資金残高が最低確保資金残高と同額になっていることが分かります。
（財源確保ケースの場合は水道料金の増額分が資金残高に加算されます。）



企業債（新債）の算定結果事例その２（企業債（新債）発行時の制約について）

「様式9H-2」シート（一部抜粋）

最低確保資金残高に必要な金額が事業費を超過した場合、事業費を超過して企業債（新債）を発行することはできません。
そのため、企業債（新債）の発行額は事業費と同額になり、資金残高は最低確保資金残高を下回ることになります。



料金改定率の算定結果事例

「様式9H-3」シート（一部抜粋）

4年毎の料金改定ケースで次回改定年度の前年の経常損益累計が±0に近い数値になるように改定率を算出し、料金水準の設定に反映しています。
算出された改定率がマイナスの場合は料金水準の設定を据え置くようにしています。（2030年度と2034年度が同一の料金水準なのはそのためです。）
経常損益の状況を見据え、前頁の「初期設定」シートの財源確保シナリオの年数設定を変更し、さまざまなシナリオケースの財政収支見通しを作成することが可能となりました。

１０．各シナリオごとの料金据置ケースと財源確保ケースとの差を表すグラフを追加しました。

上段が料金据置ケースと財源確保ケース1との差、下段が料金据置ケースと財源確保ケース2との差（様式18にも反映しています。）



１１．簡易支援ツールの別ファイル保存（ファイルコピー）機能を追加しました。

さまざまなシナリオケースを作成するにあたり、作成済みの簡易支援ツールを容易に保存できるようにしました。

「初期設定」シートの保存ファイル名（管理しやすい名称を自由に設定してください。）

「操作メニュー」シート（一部抜粋） ファイル保存のマクロを実行すると保存ファイル名の入力メッセージが表示されます。（必要に応じて変更入力してください。）

同一のファイル名で保存しよとした場合は、確認メッセージを表示します。



１２．簡易支援ツールおよび様式2作成ファイルのシートの内容と修正点（備考）について

簡易支援ツールのシートと内容（その1） 簡易支援ツールのシートと内容（その2）

塗りつぶし部分のシートはマクロ用のワークシートのため、「操作メニュー」「表グラフ確認」シートからのリンク表示は行っていません。

様式2作成ファイルのシートと内容

※：費用関数の計算でデフレーターを掛けるのを廃止

管路布設情報入力 管種別の布設更新情報の入力用シート 新規作成

単価情報 管種・口径別の単価情報（独自単価の登録） 新規作成

配水池 配水池の更新費用算出用シート（費用関数） ※

様式2-2準備用 簡易支援ツールの様式2-2へデータを編集するためのシート（管路用）

浄水場内施設（その他） 浄水場内施設（その他）の更新費用算出用シート（費用関数） ※

送配水ポンプ施設 送配水ポンプ施設の更新費用算出用シート（費用関数） ※

浄水場内施設（紫外線） 浄水場内施設（紫外線）の更新費用算出用シート（費用関数） ※

浄水場内施設（ろ過機） 浄水場内施設（ろ過機）の更新費用算出用シート（費用関数） ※

浄水場内施設（急速ろ過） 浄水場内施設（急速ろ過）の更新費用算出用シート（費用関数） ※

浄水場内施設（膜ろ過） 浄水場内施設（膜ろ過）の更新費用算出用シート（費用関数） ※

様式2-1準備用 簡易支援ツールの様式2-1へデータを編集するためのシート（建造物・設備用）

取水施設 取水施設の更新費算出用シート（費用関数） ※

様式2-2準備について 様式2作成ファイルの様式2-2データの入力手順 新規作成

シート名 シートの内容 備考

自己財源について 企業債の発行基準と料金改定率の算出方法 新規作成

様式2-1準備について 様式2作成ファイルの様式2-1データの入力手順 新規作成

様式9-1について 様式9-1のデータ入力方法 新規作成

様式9-0について 様式9-0のデータ入力方法 新規作成

計算シート5-4 更新基準年数*倍率改築シナリオ（管路）更新需要算出マクロ用ワークシート 新規作成

はじめる前に ステップ1_1の作業手順 新規作成

計算シート5-2 法定耐用年数改築シナリオ（管路）更新需要算出マクロ用ワークシート（前バージョンでは共用） シート名変更

計算シート5-3 更新基準年数改築シナリオ（管路）更新需要算出マクロ用ワークシート 新規作成

計算シート4-3 更新基準年数改築シナリオ（構造物及び設備）更新需要算出マクロ用ワークシート 新規作成

計算シート4-4 更新基準年数*倍率改築シナリオ（構造物及び設備）更新需要算出マクロ用ワークシート 新規作成

計算シート3-4 更新基準年数*倍率改築シナリオ（管路）健全度算出マクロ用ワークシート 新規作成

計算シート4-2 法定耐用年数改築シナリオ（構造物及び設備）更新需要算出マクロ用ワークシート（前バージョ
ンでは共用）

シート名変更

計算シート3-2 法定耐用年数改築シナリオ（管路）健全度算出マクロ用ワークシート 新規作成

計算シート3-3 更新基準年数改築シナリオ（管路）健全度算出マクロ用ワークシート 新規作成

計算シート2-4 更新基準年数*倍率改築シナリオ（構造物及び設備）健全度算出マクロ用ワークシート 新規作成

計算シート3-1 改築未実施シナリオ（管路）健全度算出マクロ用ワークシート（前バージョンでは共用） シート名変更

計算シート2-2 法定耐用年数改築シナリオ（構造物及び設備）健全度算出マクロ用ワークシート 新規作成

計算シート2-3 更新基準年数改築シナリオ（構造物及び設備）健全度算出マクロ用ワークシート 新規作成

値上率 各シナリオの料金据置ケースと財源確保ケースを比較した表グラフ 新規作成

計算シート2-1
改築未実施シナリオ（構造物及び設備）健全度算出マクロ用ワークシート（前バージョンでは共
用）

シート名変更

更新基準を更新金順年数とする場合の財政収支の見通しグラフ（コメント記入欄あり） 新規作成

様式18(4)まとめ_財政グラフ 更新基準を更新金順年数*倍率とする場合の財政収支の見通しグラフ（コメント記入欄あり） グラフ追加

新規作成

様式18(1)まとめ_健全度と更
新需要

まとめのためのグラフ表示とコメント記入用の表（健全度、更新重要）
（検討期間が100年のグラフを表示）

グラフ追加

様式18(2)まとめ_財政グラフ 更新基準を法定耐用年数とする場合の財政収支の見通しグラフ（コメント記入欄なし） グラフ追加

新規作成

様式9X-4収益的G 更新基準を更新基準年数*倍率とする場合の収益的収支見通し（財源確保ケース2） 新規作成

様式9X-4資本的G 更新基準を更新基準年数*倍率とする場合の資本的収支・資金残高総括表（財源確保ケース2） 新規作成

シート名変更

様式9X-3方法 更新基準を更新基準年数*倍率とする場合の算定方法（財源確保ケース1） シート名変更

様式9X-R4 更新基準を更新基準年数*倍率とする場合の財源､元利償還計画、減価償却費計算（財源確保ケース2）新規作成

新規作成

様式9X-3 更新基準を更新基準年数*倍率とする場合の財政収支見通し（財源確保ケース1） シート名変更

様式9X-3収益的G 更新基準を更新基準年数*倍率とする場合の収益的収支見通し（財源確保ケース1） シート名変更

シート名変更

様式9X-2資本的G 更新基準を更新基準年数*倍率とする場合の資本的収支・資金残高総括表（料金据置ケース） シート名変更

様式9X-2方法 更新基準を更新基準年数*倍率とする場合の算定方法（料金据置ケース） シート名変更

備考
様式9X-R2 更新基準を更新基準年数*倍率とする場合の財源､元利償還計画、減価償却費計算（料金据置ケース）シート名変更

様式9X-2 更新基準を更新基準年数*倍率とする場合の財政収支見通し（料金据置ケース） シート名変更

様式9K-4方法 更新基準を更新基準年数とする場合の算定方法（財源確保ケース2） 新規作成

シート名 シートの内容

様式9X-2収益的G 更新基準を更新基準年数*倍率とする場合の収益的収支見通し（料金据置ケース）

様式9X-R3 更新基準を更新基準年数*倍率とする場合の財源､元利償還計画、減価償却費計算（財源確保ケース1）

様式9X-3資本的G 更新基準を更新基準年数*倍率とする場合の資本的収支・資金残高総括表（財源確保ケース1）

様式9X-4 更新基準を更新基準年数*倍率とする場合の財政収支見通し（財源確保ケース2）

様式9X-4方法 更新基準を更新基準年数*倍率とする場合の算定方法（財源確保ケース2）

様式18(3)まとめ_財政グラフ

様式9K-4収益的G 更新基準を更新基準年数とする場合の収益的収支見通し（財源確保ケース2） 新規作成

様式9K-4資本的G 更新基準を更新基準年数とする場合の資本的収支・資金残高総括表（財源確保ケース2） 新規作成

様式9K-R4 更新基準を更新基準年数とする場合の財源､元利償還計画、減価償却費計算（財源確保ケース2） 新規作成

様式9K-4 更新基準を更新基準年数とする場合の財政収支見通し（財源確保ケース2） 新規作成

様式9K-3資本的G 更新基準を更新基準年数とする場合の資本的収支・資金残高総括表（財源確保ケース1） 新規作成

様式9K-3方法 更新基準を更新基準年数とする場合の算定方法（財源確保ケース1） 新規作成

様式9K-3 更新基準を更新基準年数とする場合の財政収支見通し（財源確保ケース1） 新規作成

様式9K-3収益的G 更新基準を更新基準年数とする場合の収益的収支見通し（財源確保ケース1） 新規作成

様式9K-2方法 更新基準を更新基準年数とする場合の算定方法（料金据置ケース） 新規作成

様式9K-R3 更新基準を更新基準年数とする場合の財源､元利償還計画、減価償却費計算（財源確保ケース1） 新規作成

様式9K-2収益的G 更新基準を更新基準年数とする場合の収益的収支見通し（料金据置ケース） 新規作成

様式9K-2資本的G 更新基準を更新基準年数とする場合の資本的収支・資金残高総括表（料金据置ケース） 新規作成

様式9K-R2 更新基準を更新基準年数とする場合の財源､元利償還計画、減価償却費計算（料金据置ケース） 新規作成

様式9K-2 更新基準を更新基準年数とする場合の財政収支見通し（料金据置ケース） 新規作成

様式9H-4資本的G 更新基準を法定耐用年数とする場合の資本的収支・資金残高総括表（財源確保ケース2） 新規作成

様式9H-4方法 更新基準を法定耐用年数とする場合の算定方法（財源確保ケース2） 新規作成

様式9H-4 更新基準を法定耐用年数とする場合の財政収支見通し（財源確保ケース2） 新規作成

様式9H-4収益的G 更新基準を法定耐用年数とする場合の収益的収支見通し（財源確保ケース2） 新規作成

様式9H-3方法 更新基準を法定耐用年数とする場合の算定方法（料金据置ケース） シート名変更

様式9H-R4 更新基準を法定耐用年数とする場合の財源､元利償還計画、減価償却費計算（財源確保ケース2） 新規作成

様式9H-3収益的G 更新基準を法定耐用年数とする場合の収益的収支見通し（料金据置ケース） シート名変更

様式9H-3資本的G 更新基準を法定耐用年数とする場合の資本的収支・資金残高総括表（料金据置ケース） シート名変更

様式9H-R3 更新基準を法定耐用年数とする場合の財源､元利償還計画、減価償却費計算（料金据置ケース） 新規作成

様式9H-3 更新基準を法定耐用年数とする場合の財政収支見通し（料金据置ケース） シート名変更

様式9H-2資本的G 更新基準を法定耐用年数とする場合の資本的収支・資金残高総括表（料金据置ケース） シート名変更

様式9H-2方法 更新基準を法定耐用年数とする場合の算定方法（料金据置ケース） シート名変更

様式9H-2 更新基準を法定耐用年数とする場合の財政収支見通し（料金据置ケース） シート名変更

様式9H-2収益的G 更新基準を法定耐用年数とする場合の収益的収支見通し（料金据置ケース） シート名変更

様式9-1 財政収支の実績 項目追加

様式9H-R2 更新基準を法定耐用年数とする場合の財源､元利償還計画、減価償却費計算（料金据置ケース） シート名変更

様式8-2J（グラフ） 様式8-2Jの値を利用したグラフ（検討期間40年と100年の2種類） シート名変更

様式9-0
将来金額入力用（様式9シリーズ共通）、既往歴の元利償還、既存施設の減価償却費、拡張計画（事業
費及び財源、元利償還計画、原価償却費）

項目追加

様式8-2K（グラフ） 様式8-2Kの値を利用したグラフ（検討期間40年と100年の2種類） シート名変更

様式8-2J 更新基準年数*指定倍率の年数で更新した場合の更新需要（管路） シート名変更

様式8-1J（グラフ） 様式8-1Jの値を利用したグラフ（検討期間40年と100年の2種類） シート名変更

様式8-2K 更新基準年数*指定倍率の年数で更新した場合の健全度（管路） シート名変更

様式8-1K（グラフ） 様式8-1Kの値を利用したグラフ（検討期間40年と100年の2種類） シート名変更

様式8-1J 更新基準年数*指定倍率の年数で更新した場合の更新需要（構造物及び設備） シート名変更

様式7-2J（グラフ） 様式7-2Jの値を利用したグラフ（検討期間40年と100年の2種類） 新規作成

様式8-1K 更新基準年数*指定倍率の年数で更新した場合の健全度（構造物及び設備） シート名変更

様式7-2K（グラフ） 様式7-2Kの値を利用したグラフ（検討期間40年と100年の2種類） 新規作成

様式7-2J 更新基準年数で更新した場合の更新需要（管路） 新規作成

様式7-1J（グラフ） 様式7-1Jの値を利用したグラフ（検討期間40年と100年の2種類） 新規作成

様式7-2K 更新基準年数で更新した場合の健全度（管路） 新規作成

様式7-1K（グラフ） 様式7-1Kの値を利用したグラフ（検討期間40年と100年の2種類） 新規作成

様式7-1J 更新基準年数で更新した場合の更新需要（構造物及び設備） 新規作成

様式6-2J（グラフ） 様式6-2Jの値を利用したグラフ（検討期間40年と100年の2種類） シート名変更

様式7-1K 更新基準年数で更新した場合の健全度（構造物及び設備） 新規作成

様式6-2K（グラフ） 様式6-2Kの値を利用したグラフ（検討期間40年と100年の2種類） シート名変更

様式6-2J 法定耐用年数で更新した場合の更新需要（管路） シート名変更

様式6-1J（グラフ） 様式6-1Jの値を利用したグラフ（検討期間40年と100年の2種類） シート名変更

様式6-2K 法定耐用年数で更新した場合の健全度（管路） シート名変更

様式6-1K（グラフ） 様式6-1Kの値を利用したグラフ（検討期間40年と100年の2種類） シート名変更

様式6-1J 法定耐用年数で更新した場合の更新需要（構造物及び設備） シート名変更

様式5-2K（グラフ） 様式5-2Kの値を利用したグラフ（検討期間40年と100年の2種類） シート名変更

様式6-1K 法定耐用年数で更新した場合の健全度（構造物及び設備） シート名変更

様式5-1K（グラフ） 様式5-1Kの値を利用したグラフ（検討期間40年と100年の2種類） シート名変更

様式5-2K 更新を実施しなかった場合の健全度（管路） シート名変更

様式2-2（グラフ） 様式2-2の値を利用したグラフ

様式5-1K 更新を実施しなかった場合の健全度（構造物及び設備） シート名変更

様式2-1（グラフ） 様式2-1の値を利用したグラフ

様式2-2 管路の布設年度別延長 項目名変更

様式2-1 建造物及び設備の取得年度、現在価格等 項目名変更

初期設定 マクロや関数で使用するパラメータを管理 新規作成

表グラフ確認 作成された表グラフシートを確認（ハイパーリンク機能） 新規作成

シート名 シートの内容 備考
操作メニュー シートへの入力やマクロの実行を操作するためのメニュー 新規作成

様式1 年度別建築改良費の実績



１３．簡易支援ツールの各シートと様式2作成ファイルの各シートの相関図

様式2作成ファイル 補足説明

構造物及び設備のデータ入力 管路のデータ入力 データの入力が必要 データの共有をしない

算出された企業債のデータを「様式9H-R3」に編集し、

必要に応じてデータを変更 複数のシートでデータを共有 元利償還計算の結果を「様式9H-3」に編集する。

関数またはマクロによる編集のみ

マクロは１回の実行ですべてのシナリオ・ケースの

算出を行う。

簡易支援ツール

構造物及び設備 管路 法定耐用年数で改築（財源確保ケース2） 更新基準年数で改築（財源確保ケース2）

指定年数後に損益が±0になるよう初年度に料金改定 指定年数後に損益が±0になるよう初年度に料金改定

更新年数等 更新年数等

処理情報 処理情報 改定条件等 改定条件等

健全度（未改築、法定耐用、更新基準、更新基準*倍率） 健全度（未改築、法定耐用、更新基準、更新基準*倍率）

更新需要（法定耐用、更新基準、更新基準*倍率） 更新需要（法定耐用、更新基準、更新基準*倍率）

法定耐用年数で改築（料金据置ケース） 更新基準年数で改築（料金据置ケース） 更新基準年数*倍率で改築（料金据置ケース）

改定条件等 改定率の算出はしない 改定条件等 改定率の算出はしない 改定条件等 改定率の算出はしない

法定耐用年数で改築（財源確保ケース1） 更新基準年数で改築（財源確保ケース1） 更新基準年数*倍率で改築（財源確保ケース1）

指定年数間隔で料金改定 指定年数間隔で料金改定 指定年数間隔で料金改定

改定条件等 改定条件等 改定条件等

様式9-0

様式9X-R3 様式9X-3

様式8-1J

様式8-2J
様式9X-3
収益的G

様式9X-3
資本的G

様式9X-3

様式9-1 初期設定
マクロの実行

企業債・改定率算出

様式9-0

様式9X-R2 様式9X-2

様式8-1J

様式8-2J
様式9X-2
収益的G

様式9X-2
資本的G

様式9X-2

様式9-1 初期設定
マクロの実行

企業債・改定率算出

様式9-0

様式9K-R4 様式9K-4

様式7-1J

様式7-2J
様式9K-4
収益的G

様式9K-4
資本的G

様式9K-4

様式9-1 初期設定
マクロの実行

企業債・改定率算出

様式9-0

様式9K-R3 様式9K-3

様式7-1J

様式7-2J
様式9K-3
収益的G

様式9K-3
資本的G

様式9K-3

様式9-1 初期設定
マクロの実行

企業債・改定率算出

様式9-0

様式9K-R2 様式9K-2

様式7-1J

様式7-2J
様式9K-2
収益的G

様式9K-2
資本的G

様式9K-2

様式9-1 初期設定
マクロの実行

企業債・改定率算出

様式9-0

様式9H-R4 様式9H-4

様式6-1J

様式6-2J
様式9H-4
収益的G

様式9H-4
資本的G

様式9H-4

様式9-1 初期設定
マクロの実行

企業債・改定率算出

様式9-0

様式9H-R3 様式9H-3

様式6-1J

様式6-2J
様式9H-3
収益的G

様式9H-3
資本的G

様式9H-3

様式9H-3

マクロの実行

企業債・改定率算出

様式9-1 初期設定
マクロの実行

企業債・改定率算出

様式6-2J
様式9H-2
収益的G

様式9H-2
資本的G

二重線

様式9H-R3

様式9-0

水色

様式9H-R2 様式9H-2

様式6-1J

単線

様式9H-2

黄色

様式9-1 初期設定
マクロの実行

オレンジ

企業債・改定率算出

様式6-2K 様式7-2K 様式8-2K

様式6-1J 様式7-1J 様式8-1J 様式6-2J 様式7-2J 様式8-2J

様式5-1K 様式6-1K 様式7-1K 様式8-1K 様式5-2K

マクロの実行
初期設定

マクロの実行
初期設定

更新需要の算出 更新需要の算出

単価情報

様式2-1
準備用

様式2-2
準備用

様式1 様式2-1 初期設定 様式2-2 初期設定

取水施設
浄水場内

施設
送配水

ポンプ施設
配水池

管路布設
情報入力



簡易支援ツール

更新基準年数*倍率で改築（財源確保ケース2）

指定年数後に損益が±0になるよう初年度に料金改定

改定条件等

各シナリオ毎に料金据置ケースと財源確保ケースの差額と値上率を算出

１４．様式2作成ファイルの管路布設情報入力と単価設定について

口径別の布設情報と単価情報を設定できるようにいたしました。

布設情報を入力する前に独自単価を使用している場合、または単価がゼロになっている部分の管種の布設情報を入力したい場合は単価を設定してください。

様式2作成ファイルの「単価情報」シート（一部抜粋）

様式9H-4 様式9K-4 様式9X-4

値上率

様式9H-2 様式9K-2 様式9X-2

様式9H-3 様式9K-3 様式9X-3

様式9-0

様式9X-R4 様式9X-4

様式8-1J

様式8-2J
様式9X-4
収益的G

様式9X-4
資本的G

様式9X-4

様式9-1 初期設定
マクロの実行

企業債・改定率算出



布設情報（黄色部分）を入力することで「単価情報」シートより単価を取得します。

様式2作成ファイルの「管路布設情報入力」シート（一部抜粋）

１５．管路の廃止機能の追加

管路の廃止が可能となるように改善しました。

「様式2-2」シート（一部抜粋） 「操作メニュー」シート（一部抜粋）

様式2-2の「⑪更新基準（更新後）」を直接入力でゼロにします。（⑬基準*倍率（更新後）も自動的にゼロに置き換わる）

「（６）　管路の「健全度・更新需要」算定処理の実行」を行います。

マクロの処理では初回更新を行った年度から更新基準（現有管路）　+　1　を廃止年度としてその年度以降を算定処理から除外します。

初回更新年度　：　1975年　+　80年　+　1　=　2056年
廃止年度　：　2056年　+　80年　+　1 =　2137年となります。

簡易支援ツールでは直接廃止年度を設定できないため、意図的に廃止年度を早めたい場合は「⑩更新基準（現有管路）」の年数を変更して調整してください。

ちなみに「⑩更新基準（現有管路）」をゼロにした場合は、算定対象そのものから外れてしまいます。


