資料３

平成26年度実績

水道事業
基本施策評価表

平成27年12月
枚方市上下水道局

平成２６年度実績

基本施策評価表

〔結果一覧表〕
NO.

中期経営計画主要施策

評価

危機管理体制の整備

1

応急給水体制の整備

Ａ

継続的な警備体制の整備
Ａ

計画目標

進捗

Ｈ26実績値

A

定期的な応急給水訓練等の実施
「水安全計画」の策定

○ 給水車等操作訓練をはじめとした各種訓練を定期的に
◎ 実施（「水安全計画」は平成25年3月に策定済み）

S

避難所の給水バルーン設置：７０箇所
災害用資機材、飲料水などの計画的
○ 可搬ポリタンク・給水袋保有度：１２３．０個/千人
な配備
計画的な備蓄水の配備：24,552本（目標：94,000本）

A

全施設に機械警備を導入
人的巡回警備の計画的・継続的な実施

A

施設の更新・改良と合わせた計画的な
津田低区配水場の基本設計委託（耐震化計画の策定）
○
耐震化の推進
を完了、鷹塚山配水場の実施設計委託を実施

◎ 機械警備：２２／２２施設（全施設の機械警備完了）
○ 人的巡視：基幹施設を中心に効率的・効果的に実施

2

水道施設・管路の耐震性の向上

3

応急給水拠点・緊急対応設備の整
Ａ
備

A 応急給水拠点整備

○ 春日受水場更新工事（機械・電気・土木）を完了

4

水道技術の継承

A 技術の継承にかかる取り組みの促進

○

Ａ

浄水・配水施設等の更新・改良
5

送水ルート等の強化

Ａ

水道施設の適切な維持管理
7

8

A

施設の耐震化と合わせた計画的・効率
春日受水場更新工事を完了、管理棟・水質試験棟更
○
的な更新・改良の推進
新工事を実施

A

耐震管整備延長 約１０㎞/年間
鉛製給水管率の低減 12％

Ａ
管路の更新・改良

6

日常業務におけるＯＪＴに取り組むとともにマニュアル活
用等の積極的な取り組み

○

耐震管整備延長 約１0㎞/年間
予定区域の鉛製給水管の解消を計画どおり完了

A 送水管の二重化整備の促進

○

中宮浄水場～田口山配水場間の旧送水管について、
管更生手法の実施設計委託を実施

A 水道施設・管路の効率的な維持管理

○

規定水量が得られない消火栓の修繕を行い機能確
保、漏水管の修繕による管路の適切な維持管理

○

長期修繕計画に基づき、効率的・効果的に機器・設備
の整備を実施

Ａ
ライフサイクルコストの低減に配慮
した施設整備、機器・設備の購入

A

環境負荷低減効果が認められる資材
の調達、建設機械の使用

継続的な経営改革

A

経営の安定化・健全化に向けた取り組
○ 計画に基づく事業執行・予算への反映
みの継続的な実施

企業債残高の縮減

Ａ

S 企業債等残高の縮減

○ 企業債発行額の抑制による企業債残高の縮減

職員の適正配置及び効率的な執行体
○ 上下水道組織の再編案について検討
制の構築

効率的な執行体制の確立

A

適切な水質管理体制の整備

A 適切な水質管理体制の整備

自動測定装置の設置による給水栓の毎日検査体制の
○ 強化、水道GLPを運用した水質検査計画に基づく検査
を実施

A 水質・水源管理の共同化

○

淀川水質協議会等と共同で琵琶湖・淀川水系の水質
汚濁について継続的な監視を実施

○

小規模貯水槽の点検の結果、水質異常2件、申請がな
い直結給水への変更6件に対し、助言・指導を実施

9

Ａ
水質・水源管理の共同化
Ａ

11 料金体系等の適正化

― ― 料金体系等の見直しの実施

◎

平成25年10月、料金区分の見直しと水道料金の改定
実施により目標達成

12 直結給水審査対象区域の拡大

Ａ

A 直結給水審査対象区域の拡大

○

配水系統再編時の水圧低下の変動等を考慮し、直結
給水審査対象区域の拡大を見送り

13 水道水のPR活動の推進

Ｓ

S

14 民間委託等の推進

Ｓ

S 民間委託等の推進

○ 水道管漏水修繕業務の一部について民間委託を実施

A 災害発生時における応援体制の確立

○

大阪広域水道企業団と各水道事業体における震災対
策合同訓練等の実施

○

地域自主防災訓練及び民間事業者等と合同訓練を行
い、応援協力体制を促進

○

市内19の配水区域で28人の水質モニターによる毎日
検査を実施

広域連携の推進
市民、NPOなどとの応援協力体制
15 の確立
Ａ
市民参加による水質検査の実施

A

小規模貯水槽の点検結果に基づく指
導・啓発の実施

10 小規模貯水槽の管理指導

A

ケーブルテレビ、FMひらかた等の活用及び出前講座
水道事業について理解を深める取り組
○ の実施、各種イベントへの参加等により、安全・安心な
みを推進
水道水のPRを実施、水道水のPR対象者数増

市民、NPOなどとの応援協力体制の確
立

A 市民による水質検査の実施

NO.

評価

中期経営計画主要施策
環境負荷低減の取り組み

A

16

計画目標

進捗

Ｈ26実績値

環境マネジメントシステム（H-EMS）の
環境マネジメントシステム（H-EMS）の目的、目標及び
○
継続的な取り組み
運用管理手順書に沿った運用の実施

Ａ
建設副産物等の再生利用の推進

A 建設副産物等の有効利用の推進

17 広域連携による環境保全の推進

Ａ

A

○ 使用済み活性炭及びろ過砂等の全量有効利用

関係団体と連携を密にした環境保全
○ 淀川水質協議会を通じた環境保全要請活動の実施
要請活動の実施

【評価ランクの説明】
評価 点数
説明
ＳＳ
5 目標を大幅に上回る達成
Ｓ
4 目標を上回る達成
Ａ
3 目標どおりの達成
Ｂ
2 目標をわずかに下回った（局内検討のみに留まったものを含む）
Ｃ
1 目標を著しく下回った
【目標に対する進捗状況の説明】
状況
説明
◎ 計画期間中の目標を達成
目標に向けて取り組みを進めている
○
（単年度では目標を達成していても、計画期間中に継続して取り組む場合を含む）
× 取り組みができていない

１．「上下水道ビジョン」基本施策総合評価
25年度

26年度

SS
S

0
0

0
2

A

17

15

B
C

0
0

0
0

計

17

17

２．新「中期経営計画」主要施策評価
25年度

26年度

SS
S
A
B
C
小計
評価対象外

0
0
27
0
0
27
0

0
4
22
0
0
26
1

総計

27

27

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 Ⅰ 危機管理による安全重視の水道
基本施策

1 危機管理体制の強化

基本施策目標
平常時から自然災害や水質事故等の緊急事態に備え、危機管理マニュアル等の更新・整備を図り、防災訓練の実
施等により迅速な対応ができるよう危機管理体制を整備します。また、災害用資機材、備蓄水の備蓄を進めるなど応
急給水体制を整備します。さらに、水道施設の安全稼働のための継続的な警戒態勢を整備します。
計画主要施策

1

危機管理体制の整備

計画主要施策の概要・取り組み目標
〔概要〕
地震や風水害などの自然災害や水
質事故に備えるため、応急給水体制、
災害復旧体制、職員出動体制などを
整理した危機管理マニュアル・防災マ
ニュアルを整備し、常に職員が危機管
理・防災に対する意識を持ち危機事象
に対し迅速な対応が図れるよう、危機
管理体制を整えます。

H26年度 実績（成果）

「危機管理マニュアル」について、
「枚方市地域防災計画」との整合性を
〔取り組み〕
図るとともに、より実用的なマニュアル
ア．「枚方市地域防災計画」と整合し
とするため、図上訓練実施後の反省
た上で、危機管理マニュアル等を適宜
点なども踏まえて、改訂に向けた見直
更新し、さまざまな危機事象に備えま
し作業に取り組んだ。
す。
イ．危機事象発生時に市民生活に欠
給水車のポンプ運転、応急給水拠
かせない飲料水を迅速に供給できるよ
点の各種器具の操作等の訓練を定期
う、定期的に応急給水訓練等を実施し
的に実施した。
ます。
ウ．原水（淀川）の急激な濁度上昇な
平成26年度は、「水安全計画」に基
ど災害・事故発生時に迅速かつ適切に
づき、水質事故等に迅速に対応し危
対処できるよう、水質関係に重点を置
機管理体制の整備に取組んだ。
いた「水安全計画」の策定に取り組み
ます。

評価

A

〔目標〕
ア．各事象に対応する危機管理マ
ニュアル等の随時更新
イ．各訓練（応急給水、給水パック作
製、図上訓練等）の継続実施
ウ．平成２５年度に策定
定期的な応急給水訓練実施回数 （参考：H22 15回 H23 15回 H24 15回） H25 15回 Ｈ26 15回

応急給水体制の整備
2

給水バルーン設置箇所数
可搬ﾎﾟﾘﾀﾝｸ・給水袋保有度

〔概要〕
災害発生時に必要な資器材・飲料水
応急給水時に使用する配備済みの
の確保を図るため、平常時から災害・
資機材等について、機能確認のため
事故に備え、配置場所を含め、必要な
点検を実施した。
資器材等の適切な配備に努め応急給
水体制を整えます。
災害用備蓄水について、危機管理
の重要性が高まる中、備蓄数の見直し
〔取り組み〕
を図り、市の備蓄食と同数となる
配備済みの資器材等の機能確認の
94,000本を4年間（26～29年度）で計
ため、定期的に点検を実施するととも
画的に配置していくこととした。
に、計画的な配備に努めます。
計画初年度となる平成26年度は、
24,552本を配備した。（大阪広域水道
〔目標〕
企業団の災害用備蓄水：無料配布分
継続的な資器材等の確保及び点検
11,544本+購入分 13,008本）
実施
資器材等の配備計画を整備

S

（参考：H22～H24 70/70箇所） H25 70/70箇所 Ｈ26 70/70箇所
（参考：Ｈ22 109.6個／千人 H23 122.6個/千人 H24 123.0個/千人） H25 123.0個/千人 Ｈ26 123.0個

〔概要〕
不法侵入による水質事故・テロなど
の非常事態に備え、水道施設の継続
的な警備体制を整えます。

継続的な警備体制の整備
3

〔取り組み〕
ア．基幹施設である中宮浄水場をは
じめ、取水・受水・配水施設について機
械警備、人的巡回警備を計画的・継続
的に行います。
イ．緊急時には「危機管理マニュア
ル」、「水道施設等危機管理行動指針」
等に基づき、職員による警戒配備を実
施します。

22施設の機械警備を実施するととも
に、各施設への人的巡視にも取り組ん
だ。
A
緊急時に対応できるよう、危機管理
行動指針等に基づく警戒配備を実施
した。

〔目標〕
ア．全施設について人的又は機械警
備を導入
イ．継続実施
機械警備等の実施施設数
施設巡回のべ件数

基本施策 総合評価

（参考： H22 22/23施設 H23 22/23施設 H24 22/23施設 H25 21/22施設) H26 22/22施設
（参考： H22 10，695箇所 H23 11，362箇所 H24 11，299箇所 H25 10，792箇所) H26 10,021 箇所

A

評価結果の説明等
「危機管理体制の整備」について、「危機管理マニュアル」、「水安全計画」に基づき、危機管理体制の整備を図るとと
もに、定期的な応急給水訓練等を実施した。
「継続的な警備体制の整備」について、全22施設の機械警備を実施した。また、場外施設巡回についても効率的・効
果的に行い、継続して警備体制の向上に取り組んだ。また、配水池マンホールの施錠をステンレス製に交換した。(１７
施設の内１４施設）
以上、2施策については、概ね取り組み目標どおりの成果が得られたことから評価をＡとした。
「応急給水体制の整備」については、配備済みの資器材等の機能確認を行い、継続的な資器材の確保を図った。備
蓄水の配備については、これまで大阪府広域水道企業団からの無料配布分のみとしていたが、平成26年度からは、購
入追加することで備蓄本数の充実を図ったため、評価をＳとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針
「危機管理体制の整備」について、引き続き、実践的な訓練を定期的に実施し、職員の危機管理に対する意識を高め
ていく。また、図上訓練等実施状況を踏まえ、「危機管理マニュアル」の改訂に取り組むとともに、職員への周知に取り組
む。また、水質に係る危機管理として、水源水質事故発生時等に迅速に対処するため「水安全計画」を運用する。
「応急給水体制の整備」について、これまで災害用備蓄水は、企業団からの無料配布のアルミ缶（500ml）を備蓄して
いたが、危機管理の重要性が高まる中、危機管理室の備蓄食（アルファ化米）と比べ不足しているため、配置本数を拡
充し、備蓄食と同じ94,000本を4年間（26～29年度）で計画的に配置していく。また、災害時に備えて、引き続き資器材
等の確保、機能確認を行う。
「継続的な警備体制の整備」について、引き続き、機械警備を補完するため、場外施設の人的巡視に取り組む。

★参考（計画主要施策に関連する事務事業実績測定）
事務事業名

今後の方向性

所管部署

1 上下水道経営課運営事務

現状のまま継続

上下水道経営課

2 水道施設維持管理業務

現状のまま継続

浄水課

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 Ⅰ 危機管理による安全重視の水道
基本施策

2 水道施設・管路の耐震性の向上

基本施策目標
浄水・配水施設の施設更新・改良にあわせて耐震補強を計画的に実施します。送・配水管についても更新・改良
にあわせて耐震管への布設替えを推進し、安全性の確保に努めます。
計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

H26年度 実績（成果）

〔概要〕
浄水・配水施設・管路等について、
施設の更新・改良にあわせ計画的
水道施設・管路の耐震性の に耐震化を進めます。
「Ⅱ．５．水道施設・管路の計画的
向上
な更新・改良」に記載
〔取り組み〕〔目標〕
1
「Ⅱ．５．水道施設・管路の計画的
な更新・改良」に記載

ポンプ所耐震施設率

（参考：H22 78.7％ H23 78.7％ H24 78.7％） H25 81.2％ H26 93.7％

配水池耐震施設率

（参考：H22 44.1％ H23 44.1％ H24 44.2％） H25 44.2％ H26 44.2％

管路の耐震化率

（参考：H22 15.1％ H23 15.9％ H24 17.1％） H25 17.8％ H26 19.9%

基本施策 総合評価

Ａ

評価結果の説明等
「Ⅱ．５．水道施設・管路の計画的な更新・改良」に記載

今後の取り組みの方向性・展開方針
「Ⅱ．５．水道施設・管路の計画的な更新・改良」に記載

★参考（計画主要施策に関連する事務事業実績測定）
事務事業名

今後の方向性

1 水道部事業計画決定・進行管理事務 現状のまま継続

所管部署
上下水道経営課

2 水道管路整備事業

現状のまま継続

水道工務課

3 水道施設整備事業

現状のまま継続

浄水課

評価

Ａ

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 Ⅰ 危機管理による安全重視の水道
基本施策

3 応急給水拠点・緊急対応設備の整備

基本施策目標
応急給水拠点の整備・拡大のため、基幹的な配水施設等に緊急遮断弁の設置を進めます。また、水道管から直接
給水できる緊急給水栓の配備も進めます。
計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

H26年度 実績（成果）

〔概要〕
ア．大規模災害時に給水量を確保す
るため、配水池に緊急遮断弁を設置し
た応急給水拠点の整備を進めます。
（平成24年度末現在、9施設に緊急遮
応急給水拠点として、平成26年度に
断弁を設置済）
春日受水場における緊急遮断弁及び
イ．災害時に水道管から直接給水で
応急給水栓の設置工事を終えました。
きる緊急給水栓の配備を進めます。
また、鷹塚山配水場、津田低区配水
場の整備に向けた取り組みについても
〔取り組み〕
進めています。
ア．地震など災害発生から6日間、市
民に最低限の給水ができる応急給水
平成26年度の取り組み内容
応急給水拠点・緊急対応設 量の確保をめざし、配水場を優先的に
・春日受水場：更新工事を実施
備の整備
順次、応急給水拠点としての整備を行
（平成23年10月～）
1
います。
・鷹塚山配水場：実施設計委託を
イ．より多くの箇所に緊急給水栓を設
実施（平成26年7月～）
置できるよう、緊急給水栓の確保を進
・津田低区配水場：基本設計委託
めます。
を完了（平成25年9月～平成26
年5月）
〔目標〕
ア．緊急遮断弁を平成33年度までに
春日受水場、鷹塚山配水場、北山配
水場、津田低区配水場、妙見山配水
池に設置し14施設とする。
イ．すみやかに5個所の緊急給水栓
を確保

評価

応急給水拠点整備箇所数

H22、23、24、25、26

緊急給水栓設置数

（参考：H22 10箇所 H23 11箇所 H24 11箇所） H25 11箇所 H26 11箇所

基本施策 総合評価

Ａ

受配水場：9施設11箇所、緊急貯水槽３箇所、その他1施設1箇所

Ａ

評価結果の説明等
春日受水場をはじめ、他の配水場においても計画どおり整備を進め、目標の達成に向け着実に事業進捗が図れてい
ることから評価をＡとした。
今後の取り組みの方向性・展開方針
春日受水場については、平成27年度に応急給水拠点として運用を開始します。その他配水場等についても、引き続
き整備を進め、緊急遮断弁及び緊急給水栓を設置していきます。

★参考（計画主要施策に関連する事務事業実績測定）
事務事業名

今後の方向性

1 水道部事業計画決定・進行管理事務 現状のまま継続
2 水道施設維持管理業務

現状のまま継続

所管部署
上下水道経営課
浄水課

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 Ⅰ 危機管理による安全重視の水道
基本施策

4 水道技術の継承

基本施策目標
専門的知識や技術力等の継承を図るため、継続的な職員の養成・訓練に取り組むとともに、非常事態にも迅速に対応
できるよう、危機管理能力や技術の向上に取り組みます。
計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標
〔概要〕
現在のサービス水準を維持・向上さ
せるため、水道事業の運営に専門的
な知識・経験を有する技術者を育成・
確保し、非常事態にも迅速に対応でき
る技術・の応力の向上に努め、次世代
に継承します。

1

水道技術の継承

〔取り組み〕
ア．技術の継承、人材の育成を効果
的に行うため、日常業務を通じ研修を
行います。（OJT（職場研修））
イ．OFFJT（職場外研修）について
は、業務との関係を精査し、研修に参
加できる環境を整え、研修内容を業務
に生かします。
ウ．他団体との情報の交流・共有化
を進め、技術の継承に取り組みます。
エ．業務のマニュアル化を推進し、業
務遂行の水準を確保します。
〔目標〕
ア．継続実施
イ．継続実施
ウ．継続実施
エ．継続実施

職員資格取得度

基本施策 総合評価

H26年度 実績（成果）

評価

現場調査、監督業務など日常業務に
おけるOJTに取り組んだ。また、各種講
習会に参加し、下記資格の取得に努め
た。
〔取得した主な資格等〕
・玉掛け技能講習
・小型車両系建設機械運転技能講習
・小型移動式クレーン運転技能講習
・危険物取扱者乙４
・振動工具取扱者安全衛生教育
・エネルギー管理員
日本水道協会関西地方支部が主催す
る研究発表会に参加し、「炭酸ガスを用
いた新設モルタルライニング管の洗浄排
水のｐH上昇抑制について」テーマに研
究発表を行った。

A

水道事故、災害など不測の事態を未然
に防止するための技術的な業務マニュ
アルについて、更新を行うとともに、職場
会議などで共有化を図り、効果的に活用
できるよう取り組んだ。また、OJTとして工
事に係る想定事故を題材にリスクマネジ
メント研修を行った。

（参考：Ｈ22 2.64件/人 Ｈ23 2.93件/人 Ｈ24 3.02件/人） Ｈ25 3.14件/人 Ｈ26 3.08件/人

A

評価結果の説明等
｢技術の継承」は、水道事業にとって重要な課題であり、職員の段階的な育成に配慮した事務分担を実施するとともに、
日常業務における現場調査、監督業務などのOJTに取り組んだ。また、職場外では、各種講習会へ参加し、資格取得に
努めた。
日本水道協会関西地方支部の主催する研究発表会へ参加し、広く情報の交流、共有化を図った。
工事における事故・災害やトラブルを未然に防止するため、マニュアルの更新と、定例ミーティングを利用した共有化を
図り、技術水準の確保に努めた。
そのほか、水道施設等危機管理行動指針に準じ、災害時や突発事故などによる配水管の漏水事故を想定した図上訓
練を実施し、事故時の対応の充実をすることができた。
以上の取り組み結果から、取り組み目標を概ね達成することができたことから評価をＡとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針
｢技術の継承」については、ジョブローテーションを中心とした事務分担により職員のスキルアップを目指す。ナレッジマネ
ジメントにおいては、実務上既に具体化されているものも多数存在することから、その内容の熟度を上げて浸透させ活用
する。また、業務マニュアル等の改訂に合わせ、職場研修を実施するとともに、他課と共有した情報等についても、情報共
有化に取り組んでいく。
日本水道協会関西地方支部の研究発表会に参加するなど、他団体との技術に関する情報の交流、共有化を進めます。

★参考（計画主要施策に関連する事務事業実績測定）
事務事業名

今後の方向性

所管部署

1 上下水道局職員管理事務

現状のまま継続

上下水道経営課

2 給水装置審査確認業務

現状のまま継続

給水管理課

3 水道管路等管理事務

現状のまま継続

給水管理課

4 水道管路整備事業

現状のまま継続

水道工務課

5 鉛管解消事業

現状のまま継続

水道工務課

6 水道管路維持管理事業

改善

水道保全課

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向

Ⅱ 安定的な給水の確保

基本施策

5 水道施設・管路の計画的な更新・改良

基本施策目標
安全で安定的な給水を確保するため、老朽化が進む浄水施設・配水施設や道・送・配水管の更新・改良を計画的・効率
的に進めます。
計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

H26年度 実績（成果）

評価

各水道施設について、下記のとおり更
〔概要〕
新・改良と合わせ耐震化に向けた取り組
浄水・排水施設の半数以上は、開設 みを進めた。
後30年以上経過し老朽化が進んでい
①春日受水場の更新工事を実施
るため、耐震化とあわせ計画的・効率
（平成23年10月～）
的に更新・改良を進めます。
②管理棟・水質試験棟の更新工事を
実施（平成26年3月～）
〔取り組み〕
③鷹塚山配水場の実施設計委託を
浄水・配水施設等の更新・改 「枚方市水道施設整備基本計画」に
実施（平成26年7月～）
1
良
基づき、耐震化とあわせ更新・改良に
④津田低区配水場の基本設計委託
取り組みます。
（耐震化計画の策定）を完了
（平成25年9月～平成26年5月）
〔目標〕
⑤中宮浄水場の更新に向け、中宮浄
ア．春日受水場、中宮浄水場管理
水場更新基本構想・基本設計業務
棟、鷹塚山配水場の更新・改良を実施
の委託設計事業者の選定に際し、
イ．中宮浄水場更新計画、津田低区
公募型プロポーザル方式を採用
配水場耐震化計画の策定
し、委託業務事業者選定審査会を
設置のうえ開催した。

A

管路の更新・改良

〔概要〕
ア．管路（導水管、送水管、配水管）
も施設と同様に老朽化が進んでいるた
め、耐震化とあわせ計画的・効率的に
管路の更新を耐震化と合わせて取り組
更新・改良をすすめます。
み、計画目標値である年間約10ｋｍの整
イ．漏水の防止と鉛対策を目的に鉛
備を行った。
製給水管の解消を進めます。
管路更新延長
10,938m
うち耐震管布設延長 10,486m
〔取り組み〕
ア．「枚方市水道施設整備基本計画」
鉛製給水管の解消については、配水
に基づき、耐震化とあわせ更新・改良
管の更新改良と合わせて行い、予定区
に取り組みます。
域の解消事業を計画どおり完了した。
イ．配水管の更新にあわせ、鉛製給
水管の解消を進めます。
平成26年度末
鉛製給水管率 20.7%
〔目標〕
ア．年間約10㎞の管路の更新・改良
を実施
イ．鉛製給水管率を12%に低減

A

管路の更新施工延長

（参考：H22 11,204ｍ H23 10,783ｍ H24 15,046ｍ) H25 10,868ｍ H26 10,938m

経年化管路率

（参考：H22 16.0% H23 16.1% H24 17.5%） H25 19.9% Ｈ26 21.6%
（参考：H22 23.8％ H23 22.4％ H24 21.1％) H25 21.7％ H26 20.7%

2

鉛製給水管率

基本施策 総合評価

A

評価結果の説明等
各水道施設について、計画目標の達成に向け、着実に取り組みを進めている。
また、管路の更新について、老朽管の事故等を未然に防止するべく着実に取り組んだ結果、計画目標の年間約１０ｋｍ
以上の整備と、鉛製給水管の解消事業を計画どおり達成する事ができた。
以上の取り組み結果から評価をＡとした。
今後の取り組みの方向性・展開方針

各水道施設について、引き続き、耐震化と合わせて計画的・効率的に更新・改良を進めていく。
管路については、布設後４０年以上経過したものを老朽管と定義づけ、事故歴などを考慮した上で、鉛製給水管の取替
えや移設工事等と共に整備を進め、計画目標の達成に向け取り組んでいく。

★参考（計画主要施策に関連する事務事業実績測定）
事務事業名

今後の方向性

所管部署

1 水道部事業計画決定・進行管理事務

現状のまま継続

上下水道経営課

2 水道管路整備事業

現状のまま継続

水道工務課

3 水道施設維持管理業務

現状のまま継続

浄水課

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 Ⅱ 安定的な給水の確保
基本施策

6 送水ルートの強化

基本施策目標
災害時等の給水確保のため、基幹的な管路のバックアップができるよう、既存の導・送水管とは別に、新たな導・送
水管の整備に取り組みます。
計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

H26年度 実績（成果）

評価

〔概要〕
災害時等における基幹的な水道施
設への管路のバックアップ（代替）機能
として、既設の導・送水管とは別の
ルートに新たに水道管を布設し、安定
的な給水を確保します。

1 送水ルート等の強化

送水ルートの二重化にかかる取り組
〔取り組み〕
みとして、中宮浄水場～田口山配水
「枚方市水道施設整備基本計画」に
場間の旧送水管について、管更生手
基づき、導水管及び基幹配水場間の
法の検討の実施設計委託を行った。
送水管の二重化整備を進め、送水
ルート等の強化を図ります。

A

〔目標〕
磯島取水場～中宮浄水場間の導水
管の二重化
春日受水場～津田低区配水場間の
送水管の二重化
基本施策 総合評価

A

評価結果の説明等
「送水ルートのバックアップ機能の強化」について、中宮浄水場～田口山配水場間について、新設送水管の供用開始
を終えたことから、既設送水管の更生手法の実施設計委託を行った。また、新たな導送水管の二重化については、中
宮浄水場の更新スケジュールが決定したことから、導水管の二重化のスケジュールを見直して進めていくこととなった。
これらのことから、評価をAとした。
今後の取り組みの方向性・展開方針
中宮浄水場～田口山配水場間の既設送水管の管更生手法について、２６年度に実施設計を完了したことから、２７年
度から順次工事を進めていく。
新たな導送水管ルート二重化については、中宮浄水場更新スケジュールが決定したことから、それに合わせたスケ
ジュールで導水管の二重化事業を順次進めていく。

★参考（計画主要施策に関連する事務事業実績測定）
事務事業名

今後の方向性

1 水道部事業計画決定・進行管理事務 現状のまま継続
2 水道管路整備事業

現状のまま継続

所管部署
上下水道経営課
水道工務課

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 Ⅱ 安定的な給水の確保
基本施策

7 効率的な維持管理の推進

基本施策目標
安定的な給水を確保するために、水道施設・管路の効率的な維持管理を進めます。また、新設・交換が必要な設備・機
器についてはライフサイクルコストの縮減をめざし長寿命機器等の積極的な導入を推進します。
計画主要施策

水道施設の適切な維持管
1理

放水調査箇所数

計画主要施策の概要・取り組み目標

H26年度 実績（成果）
水道施設情報管理システムと、給水受
付システムとの統合を完成し、給水申請
の進捗状況、申請箇所の位置情報も含
めマッピング上で一元管理を行えるよう
設定及び情報の整理を行った。

〔概要〕
安定的な給水を確保するために、水
道施設・管路の効率的な維持管理を
消火栓放水調査を実施し、出水不良の
行います。
消火栓3基の修繕を行った。3基の内訳
は、補修弁の設置がない1基（平成25年
〔取り組み〕
度調査分）、漏水分2基（平成26年度調
ア．「水道施設情報管理システム」
査分）で、不断水式分岐縦管清掃委託
（マッピングシステム）を活用し、管路 で修繕を行うことにより出水不良を解消し
等の適切な維持管理、資産管理を行 た。
います。
イ．消火栓放水調査及び漏水調査
漏水調査は、電子音調器による3，036
等の結果を活用し、消防署と連携して 件の戸別調査と、送配水管延長18,320m
消火栓の点検・管理に取り組み、管路 の相関式漏水探知器による調査を行い、
の適切な維持管理を図ります。
16件の漏水を発見した。漏水修繕を行
ウ．電気設計設備、ポンプ設備など い、二次災害を防止するとともに、有効
の水道施設の維持管理は、経年によ 率の向上に努めた。また、水管橋241箇
る機能低下とライフサイクルコストを把 所の目視調査を行い、漏水している橋の
握し、計画的・効率的に行います。
応急補修や修繕方法の調査を施して水
道施設の維持管理に努めた。
〔目標〕
電気設計設備 ポンプ設備などについ
ア．継続実施
て、下記の更新改良工事に取り組んだ。
イ．継続実施
・高度浄水施設他水質計器更新
ウ．継続実施
・高度浄水施設コントローラ更新
・２系緩速撹拌操作盤更新
・長尾宮前無停電電源装置更新
・１系沈澱池微細砂注入装置設置 等

評価

A

（参考：Ｈ22 ７地区2７基 Ｈ24 6地区41基 H24 6地区53基） H25 ５地区32基 H26 3地区5基

〔概要〕
設備機器の新設、交換にあたって
は、ライフサイクルコストの縮減を基本
に、適切な資産の保全に努めます。
〔取り組み〕
ア．機器・設備の購入に関しては、イ
ニシャルコスト、ランニングコスト双方
から費用対効果を検討します。
イ．「エネルギーの使用の合理化に
関する法律」の趣旨に基づき、機器・
設備の新設・更新については、省エネ
ライフサイクルコストの低減 タイプの導入に努めます。また、既設
の施設についても省エネに配慮した運
2 に配慮した施設整備、機
器・設備の購入
用を行います。
ウ．施設の新設・更新の際は、太陽
光パネルの設置等、自然エネルギー
の利用を検討し、環境負荷低減効果
が認められる資材の調達や建設機械
の使用、耐久性に優れた材料等の採
用を検討し、ライフサイクルコストの低
減に努めます。
〔目標〕
ア．推進
イ．推進
ウ．推進

機器・設備の整備更新については、ラ
イフサイクルコストの低減に向け、長期修
繕計画に基づき、効率的効果的に機器・
設備の整備を行った。
また、既設の施設については、 枚方市
独自の環境マネジメントシステム（HEMS）に沿った省エネ対策等を推進し、
環境負荷の低減を図るとともに、環境に
配慮した取り組みを継続して行った。
管理棟・水質試験棟更新工事におい
て、太陽光発電装置設置の実施設計を
進めた。

A

基本施策 総合評価

A

評価結果の説明等
「水道施設の適切な維持管理」で、管路の維持管理について、水道施設情報管理システムの整備を行うとともに、各種
調査の実施により維持管理に努めた。水道施設の維持管理について、電気計装設備、ポンプ設備の更新改良を計画的
に取り組んだ。
「ライフサイクルコストの低減に配慮した施設整備、機器・設備の購入」について、各施設の機器・設備の整備更新の際
は、ライフサイクルコストの低減に向け、長期修繕計画に基づき、効率的効果的に行った。
以上の取り組みから、概ね目標を達成できたのでA評価とした。
今後の取り組みの方向性・展開方針
消火栓放水調査は25年度をもって予定箇所を終了したが、改良工事に伴っての調査や市民からの赤水・出水不良の情
報を基に、異形管、消火栓等の改良工事を行い、水道施設の機能回復等、管路の維持管理に努める。
また、漏水調査については、定点設置型の漏水探知機を導入することにより、効率的かつ効果的な調査を行って二次災
害の防止と漏水発見率の向上に努める。
施設整備及び機器・設備の購入については、適切な管理に向け長期修繕計画に基づいて効率的・効果的に進めてい
く。

★参考（計画主要施策に関連する事務事業実績測定）
事務事業名

今後の方向性

所管部署

1 水道部庁舎等施設維持管理業務

現状のまま継続

上下水道経営課

2 水道管路等管理事務

現状のまま継続

給水管理課

3 水道管路維持管理事業

改善

水道保全課

4 漏水調査事業

改善

水道保全課

5 水質検査業務

現状のまま継続

浄水課

6 水道施設維持管理業務

現状のまま継続

浄水課

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 Ⅱ 安定的な給水の確保
基本施策

8 持続可能な経営の推進

基本施策目標
事務事業全般においてコスト縮減に努め、経営の安定化・健全化に向けた取り組みを継続的に進めます。
計画主要施策

1

継続的な経営改革

計画主要施策の概要・取り組み目標

収益では、平成25年10月から平均
約5％減となる料金改定を行ったことに
〔概要〕
より、給水収益が前年度比3億5,190万
お客さまに満足いただけるサービス 円（5.5％）減少し、収益合計では4億
を提供するために、経営の安定化・健 6,872万円（6.2％）減少した。また、費
全化に向けた取り組みを継続的に進 用においても、前年度と比較すると、
めます。
職員給与費が1億2,967万円
（14.3％）、受水費が1億9,113万円
〔取り組み〕
（24.2％）、資産減耗費が2億1,184万
ア．今後、水道施設の更新・改良の 円（77.3％）それぞれ減少し、費用全
時期を迎えるため、各計画に基づく事 体で7億4,350万円（11.6％）減少した
業の内容を的確に判断し、経営を圧迫 結果、収支差引額で14億4,997万円の
することのないよう事業費を精査しま 純利益を計上することとなった。
す。また、アセットマネジメントの考え方
も参考に、経済性、有効性、効率性に
前年度に引き続いて水道事業アセッ
重点を置いた施設整備を推進します。 トマネジメント導入に向けた検討を
イ．未利用地について、売却、貸付等 行った。26年度は更新需要と更新基
の可能性を検討し、資産の有効活用に 準の見直しを行い、更新需要等の検
取り組みます。
討を行った。
〔目標〕
ア．推進
イ．推進

純利益の推移

H26年度 実績（成果）

評価

A

未利用地の有効活用について、旧
北部長尾加圧ポンプ室跡地を、平成
25年4月1日から民間事業者に賃借
（駐車場として運営）し、有効活用を
図った。

（参考：H22 7億6,064万円 H23 5億9,758万円 Ｈ24 5億6,446万円） Ｈ25 11億7,519万円

〔概要〕
老朽化した水道施設の更新や耐震
化に多額の費用が必要となりますが、
企業債の元利償還金が過度の財政負
担となり、後年度の経営を圧迫するこ
とがないよう、企業債残高の縮減に努
めます。

企業債残高の縮減
2

〔取り組み〕
企業債全体では、償還額約13億
計画段階において、事業内容や事業 8,086万円に対し、新規発行を12億
費を十分精査するとともに、自己財源 3,550万円とし、企業債残高の縮減に
と起債充当率のバランスを配慮し、各 取り組んだ。
年度の企業債発行額が元金償還額を
上回らないことを基本に、企業債発行
額の抑制に努めます。

S

〔目標〕
固定負債構成比率(企業債等、固定
負債の合計が、負債と資本の合計に
占める割合)の縮減
企業債等残高の縮減

（参考：H22 ▲5億2,782万円 H23 ▲8億1,719万円 Ｈ24 ▲1億8,723万円）Ｈ25 ▲3億6,536
万円 Ｈ26 ▲1億4,536万円

建設改良費の推移

（参考：H22 21億7,099万円 H23 22億2,215万円 Ｈ24 35億4,076万円）
Ｈ25 25億4,492万円 Ｈ26 34億1,215万円

〔概要〕
業務の再編と執行の効率化を進める
とともに、職員の適正配置に努め、効
率的な執行体制の構築を図ります。

3 効率的な執行体制の確立

〔取り組み〕
災害・事故等の危機事象に対し、迅
速且つ的確に対応できる体制の確立
等、セーフティーネットの確保にも取り
組みながら、上下水道組織の再編等を
進め、職員配置の適正化に努めます。

上下水道事業を一体的に捉え、企
業経営に主眼を置いた組織の再編案
について検討を進めた。また、組織の
再編時期は、上下水道事業の執務場
所の統合と合わせて、平成28年度当
初とすることとした。

A

〔目標〕
平成27年度 組織再編を実施

基本施策 総合評価

Ａ

評価結果の説明等
「継続的な経営改革」について、平成26年度は14億4,997万円の純利益を計上し、引き続き黒字を継続した。事業面
においては、上下水道ビジョン及び中期経営計画並びに施設整備基本計画に基づき適切な事業執行に努めた。
また、アセットマネジメントについて、施設・管路の更新需要を算定するためのデータの精度を上げるための、更新
基準、更新需要の見直し等に着手し、レベルアップを行った。
「効率的な執行体制の確立」について、上下水道局組織の再編に向けて検討を進め、組織再編案をまとめた。
以上、2施策については、概ね目標を達成できたことから、評価をＡとした。
「企業債残高の縮減」については、企業債発行の抑制に取り組んだことにより、企業債等残高の縮減が図れた。ま
た、中期経営計画の企業債発行見込み額よりもさらに発行額を抑えられたことから、評価をＳとした。
今後の取り組みの方向性・展開方針
「継続的な経営改革」について、今後も管路や水道施設の更新改良等を進めるとともに、安定した企業経営の維持
に努めていく。また、管路や水道施設の更新改良、耐震化にあたっては、水道事業の持続可能な経営の確立を目指
し、平成30年度を目標に「上水道施設整備基本計画」を策定する。この計画は、今後40年間の長期更新需要及び財
政収支見通しに立脚した、いわゆるアセットマネジメントの考え方を導入し作成するものとし、平成27年度は、プロポー
ザル方式による業者選定のための審議会を設置するなど、事業を進めていく。
「企業債残高の縮減」について、企業債発行額が元金償還額を上回らないことを基本に、企業債残高の縮減に努め
る。
「効率的な執行体制の確立」について、再編後の組織体制を市長部局関係課と調整し、組織再編に向けた事務を
進める。

★参考（計画主要施策に関連する事務事業実績測定）
事務事業名

今後の方向性

所管部署

1 上下水道経営課運営事務

現状のまま継続

上下水道経営課

2 上下水道局経営改革事務

現状のまま継続

上下水道経営課

3 上下水道局財政・会計事務

現状のまま継続

上下水道経営課

4 水道管路等管理事務

現状のまま継続

給水管理課

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 Ⅲ 安心して飲める良質な水の供給
基本施策

9 水質管理体制の強化

基本施策目標
安全で良質な水道水供給のため、浄水処理過程や市内給水栓の水質検査を計画的・継続的に行います。また、水
道水源を広域的に監視するため、他の水道事業体と共同で監視し、効果的・効率的な水質管理に取り組むとともに、
大阪広域水道企業団と連携した水質管理体制の検討を進めます。
計画主要施策

適切な水質管理体制の整
1備

毎日検査の測定地点数

計画主要施策の概要・取り組み目標

〔取り組み〕
ア．広域的な水源監視のため、琵琶
湖淀川水系を水源とする他事業体と共
同で、計画的に水源監視を行います。
イ．大阪広域水道企業団との連携な
どにより、効果的・効率的な水質管理
を行います。
〔目標〕
ア．継続実施
イ．継続実施

基本施策 総合評価

評価

A

（参考：H22～H24 29地点） H25～26 28地点

〔概要〕
水道水源の広域的な監視や、効果
的・効率的な水質管理を行うため、関
連水道事業体と連携します。

2 水質・水源管理の共同化

H26年度 実績（成果）

〔概要〕
安心して飲める良質な水を供給する
ため、浄水処理過程や市内給水栓の
水質検査を計画的、継続的に行いま
市内給水栓で実施する毎日検査を
す。
充実させるため市民から検査員を公
募し、配水系統ごとの水質検査を行っ
〔取り組み〕
た。また、給水栓の毎日検査体制を強
ア．配水系統ごとの毎日検査や定期 化するため、3か所の給水栓に水質自
的な水質検査を実施します。
動測定装置を設置し、２４時間の監視
イ．新たな汚染物質やPPCPｓや、ク 体制を整えた。
リプトスポリジウム等の病原性微生物
平成26年度水質検査計画に基づく
に対する監視など、水質管理体制の強 水質検査を実施し、検査結果をホーム
化を図ります。
ページ等で公表し水道水の信頼性を
ウ．水道GLPに則った水質検査の精 高めた。
度向上と信頼性の確保に努めます。
日本水道協会の認証する水道GLP
のノウハウを生かした自主運営型GLP
〔目標〕
を運用することで水質管理体制の信
ア．継続実施
頼性確保と検査体制の充実を図った。
イ．推進
ウ．推進

A

淀川水質協議会、淀川水質汚濁防
止連絡協議会と共同で水道水源であ
る琵琶湖淀川水系の水質汚濁につい
て継続的な監視を実施した。
水質検査の効果的・効率的な運用を
図るため、農薬類の検査を市町村水
道水質共同検査（大阪広域水道企業
団、大阪府立公衆衛生研究所）に委
託して実施した。

A

評価結果の説明等
「適切な水質管理体制の整備」について、市民公募の水質検査員により配水系統で毎日検査を実施し、水質に異常
がないことを確認した。また、水質検査計画に基づく水質検査では、自主運営型GLPに則り水質検査を実施し、本市の
水道水が水質基準に適合した良質なものであることをホームページ等で公表することにより水道水の信頼性を高めるこ
とができた。
「水質・水源管理の共同化」では、単独では負担の大きい水源調査を他水道事業体と共同で行うことで、効果的・効率
的に行うことができた。また、水質検査の効率化を図るため市町村水道水質共同検査へ農薬類の検査を委託した。加
えて、淀川水質協議会を通じて、琵琶湖・淀川水系における水源の水質調査について共同調査を継続的に実施した。
以上、2件の計画主要施策について、取り組み目標を概ね達成できたことから評価をAとした。
今後の取り組みの方向性・展開方針
過去の水質検査の結果を踏まえ、水道法に基づく水質検査計画を策定し、水質検査を実施するとともに検査結果に
ついては、ホームページ等を通じて水道利用者に伝え、水道水の信頼性の確保につなげていく。
水質検査の水道GLPによる品質管理のノウハウを活かし、自主運営型GLPにより、水質検査の品質管理を行ってい
く。
引き続き、「淀川水質協議会」「淀川水質汚濁防止連絡協議会」に参画し、広域的（琵琶湖・淀川水系）な水源監視や
水質検査等一事業体では困難な事業については共同で実施する。また、協議会の運営や小委員会の活動について提
案を行っていく。
農薬類など水道部で実施が困難な検査については市町村共同検査を活用する。
専用水道からの水質検査依頼に対しては、保健所と共同で実施する。

★参考（計画主要施策に関連する事務事業実績測定）
事務事業名
1 水質検査業務

今後の方向性
現状のまま継続

所管部署
浄水課

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 Ⅲ 安心して飲める良質な水の供給
基本施策

10 小規模貯水槽の管理指導

基本施策目標
共同住宅等に設置している小規模貯水槽の水質や整備の状態等の点検を引き続き実施し、管理者に対して必要
な指導・啓発等を行い、安心な水道水の供給に努めます。
計画主要施策

1

小規模貯水槽の管理指導

計画主要施策の概要・取り組み目標
H26年度 実績（成果）
評価
〔概要〕
小規模貯水槽（10㎥以下）は建物の
管理者等が管理していますが、水質
の確保ができていない場合がありま
す。そのため、本市が貯水槽の点検
を実施し、必要な指導・啓発を行い、
安心して飲める水道水の供給に努め
点検の結果、水質異常は2件、直結
ます。
直圧給水への変更7件の内、申請の
A
ない改造は6件であった。無申請の6
〔取り組み〕
件に対しては、助言・指導を行った。
小規模貯水槽の点検、水質検査を
実施し、その結果に基づき、施設管理
者に必要な指導・啓発を行います。
〔目標〕
継続実施

小規模貯水槽の貯水槽の水質検査実施

基本施策 総合評価

（参考：H22 1,147件 H23 1,089件 H24 802件）

H25 1,036件

H26 847件

A

評価結果の説明等
法的な適用を受けない小規模貯水槽水道の点検について、26年度は、866件の所有者等に協力依頼した結果、
847件の点検を行い、その調査結果を書面で通知した。
点検の結果、水質異常が2件で、原因を確認し所有者等に注意すべき点を伝えた。
また、必要な改造工事を行っていない無申請の直結給水の6施設に対しては、出水不良や断水時に、情報提供が
できないことを説明したうえで、現状復帰に努め、貯水槽の適正利用を行うよう助言、指導した。また、正式な直結直
圧給水への変更についても説明した。
以上の取り組みの結果、目標を概ね達成することができたことから評価をAとした。
今後の取り組みの方向性・展開方針
法的な適用を受けない小規模貯水槽水道の点検は、水道事業者の義務ではないが、自主的なサービスとして実施
してきた。
これは、飲料水の衛生上の問題を未然防止し、お客さまに安全な水道水を届けるためであるが、本来、小規模貯水
槽は所有者及び管理者が適正に管理する施設であることから、今後の方向性を検討した結果、点検調査は平成27
年度をもって終了することとする。また、平成27年度の自主的な点検の実施については、点検を希望する施設に限っ
て行うものとする。点検を実施する中で、設備不良や水質異常等が確認された場合は、現地で貯水槽施設管理者等
に適切な助言・指導を行う。無申請の直結直圧給水の施設へは、適正利用の啓発に取り組んでいく。
その後は、HPなどで所有者及び管理者へ適正な管理の実施依頼と、リーフレットの配布等により啓発を行ってい
く。
★参考（計画主要施策に関連する事務事業実績測定）
事務事業名
1 水道管路維持管理事業

改善

今後の方向性

所管部署
水道保全課

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 Ⅳ お客さまへのサービスの向上
基本施策

11 低廉な料金の維持・受益と負担の適正化

基本施策目標
公正で低廉な料金の維持を基本に、安定給水及び受益と負担の適正化の観点から料金体系等を時代に合わせて検
証していきます。
計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

H26年度 実績（成果）

評価

〔概要〕
民間の事業内容の多様化に伴い、用
途別料金区分の整理を行うとともに、
低廉な料金の維持を基本に受益と負
担の適正化をめざし、料金体系等につ
いて検証します。
1

料金体系等の適正化

平成25年10月から、料金区分の見
〔取り組み〕
直しと水道料金の改定を行ったため目
現在の5区分の用途別料金区分を、 標達成。
明確で簡素な区分に整理します。水道
事業の経営予測を踏まえ、受益と負担
の公平性の観点から、料金体系等に
ついて検討していきます。

－

〔目標〕
平成25年度 料金体系等の見直し
料金収入の推移（税抜き）

基本施策 総合評価

（参考：H22 6,833百万円 H23 6,683百万円 H24 6,622百万円 H25 6,440百万円） H26 6,088百万円

―

評価結果の説明等
水道事業中期経営計画に基づき、料金体系等について検討を行った結果、料金区分を明確で簡素な区分に整理
し、料金の減額改定を行った。

今後の取り組みの方向性・展開方針
今後、水需要予測や施設整備費用等を踏まえた将来の財政収支を見通す中で、料金について検証を行います。

★参考（計画主要施策に関連する事務事業実績測定）
事務事業名

今後の方向性

所管部署

1 上下水道局経営改革事務

現状のまま継続

上下水道経営課

2 水道料金・下水道使用料賦課徴収事務

現状のまま継続

お客さまセンター

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 Ⅳ お客さまへのサービスの向上
基本施策

12 快適な給水水圧の確保

基本施策目標
貯水槽の衛生上の問題の解消や省エネルギーの推進のため、地理的条件などから水圧の確保が困難な一部の
地域を除き、市内全域の直結給水をめざし、区域の拡大を推進します。
計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

H26年度 実績（成果）

評価

〔概要〕
共同住宅棟の中高層（3階以上）の
建物については、所有者等が貯水槽
を設置していますが、貯水槽の衛生問
題の解消、省エネルギー対策等、給水
サービスの向上を図るため、直結給水
審査対象区域の拡大に努めます。
直結給水審査対象区域の
1 拡大

〔取り組み〕
平成26年度は、配水系統再編時の
管路の更新等による配水管網の整 水圧低下の変動等を考慮したため、
備や、それに伴う配水区域の再編な 直結給水審査対象区域の拡大を見
ど、配水管整備の進捗にあわせ、3階 送った。
から概ね10階程度までの建物に直結
給水できるよう、審査対象区域の拡大
に取り組みます。

A

〔目標〕
直結給水審査対象区域を市内全域
に拡大(地理的条件により困難な地域
を除く)
直結式給水可能対象区域

基本施策 総合評価

対全給水世帯数実績 （参考：H22 71％ Ｈ23 78％ H24 80％） H25 83％ H26 83％

A

評価結果の説明等
平成26年度も引き続き、配水管の更新・新設などの施設整備、配水場系統の再編成等安定供給を考慮しつつ、部
内で調整を図り直結審査対象区域の拡大に取り組んだが、系統再編時の水圧低下の変動等を考慮し平成26年度の
直結審査区域の拡大を見送った。
以上、直結給水審査対象区域の拡大を図れなかったが、審査対象区域での管網解析補正係数の見直しを図るべく
各系統の水圧調査のデーターや更新工事の出来形から仕切弁の開閉等の作業をおこなったので評価をAとした。
今後の取り組みの方向性・展開方針
直結給水審査可能区域の拡大を順次目指し、実施可能な配水場系統について、引き続き、部内で調整・協議を進
め、対象区域内における直結（直圧・増圧）式給水が可能な設計水圧に係る補正系数の決定および見直しを行い、直
結給水区域の拡大に向けて取り組む。

★参考（計画主要施策に関連する事務事業実績測定）
事務事業名

今後の方向性

1 上下水道局事業計画決定・進行管理事務 現状のまま継続

所管部署
上下水道経営課

2 給水装置審査確認業務

現状のまま継続

給水管理課

3 水道管路整備事業

現状のまま継続

水道工務課

4 水道管路維持管理事業

改善

水道保全課

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 Ⅳ お客さまへのサービスの向上
基本施策

13 水道水のPR活動の推進

基本施策目標
水道水の安全性やおいしさについての正しい情報を伝えるためのPRの活動をさらに充実させ、様々なメディアを通じ
て、積極的に発信していきます。
計画主要施策

水道水のPR活動の推進
1

計画主要施策の概要・取り組み目標

H26年度 実績（成果）

〔概要〕
水道事業の内容や、水道に関する情
報をタイムリーに発信することにより、
お客さまの水道事業についての理解を
深め、本市の水道水が安全・安心で良
質な水であることを知っていただき、お
客さまの水道水に対する安心感や満
足度を高めていきます。

広報ひらかた、ＦＭひらかた及び
ケーブルテレビを活用し、水道事業に
関してＰＲを行った。
ケーブルテレビ放送では、特集番組
「安全・安心な水道を目指して～暮ら
しに届ける大切な水」を収録し、1月間
放送を行った。

〔取り組み〕
ア．「広報ひらかた」への記事掲載、
上下水道局ホームページへの掲載、
ケーブルテレビやFMラジオの活用、各
種広報紙の配布等により、水道事業に
関する情報を積極的に発信します。
イ．水質検査計画や水質試験年報を
ホームページに掲載します。
ウ．イベントにあわせて開催する利き
水や、出前講座、水道施設見学会を実
施します。
〔目標〕
ア．継続実施
イ．継続実施
ウ．継続実施

水道法施行規則に基づき、水質検
査計画を策定するとともに平成25年度
の水質検査結果を水質試験年報とし
て取りまとめ、ホームページに掲載し
た。また、水質検査計画に基づき実施
した毎月の検査結果をホームページ
に掲載し、水道水の信頼性を高めた。

S

各種イベントへの参加、出前講座の
実施などにより、安全でおいしい水道
水のＰＲを行った。なお、参加するイベ
ント数を増やし、PR対象者数の増を
図った。
【水道水のＰＲ対象者数】
H25年度：約1,900人
Ｈ26年度：約4,700人

イベント等開催数

（参考：H22 9回 H23 4回 H24 7回） H25 12回 Ｈ26 10回

水道施設見学実施回数

（参考：H22 12回 H23 11回 H24 4回） H25 2回 H26 1回

基本施策 総合評価

評価

Ｓ

評価結果の説明等
水道事業に関して、広く広報媒体を活用してＰＲすることができた。
水質検査結果について、平成26年度中の結果は、逐次ホームページ等で水道利用者に周知し、平成25年度の結果
は、年間分を水質年報として取りまとめ、水質検査計画とともにホームページへ掲載した。また、出前講座等を実施し、
本市の水道水が安全で良質であることをPRした。
コーナー参加するイベントについて、来場者が多いイベントに新たに参加することにより、多くの参加者へＰＲができ
た。
以上、広報活動の継続実施に加え、ＰＲ対象者数の増加を図れたことから、評価をＳとした。
今後の取り組みの方向性・展開方針
今後も引き続き、様々な媒体、機会を通じて積極的なＰＲに取り組んでいく。
特に、見やすく検索しやすいホームページをめざし、リニューアルを図り、水道水の安全性や水道事業の取り組みに
ついて、情報発信を行っていく。また、出前講座等での凝集実験等を通じて安全で良質な水道水のＰＲを図る。

★参考（計画主要施策に関連する事務事業実績測定）
事務事業名

今後の方向性

所管部署

1 上下水道局広報活動事業

拡充・重点化

上下水道経営課

2 上下水道経営課運営事務

現状のまま継続

上下水道経営課

3 水質検査業務

現状のまま継続

浄水課

4 浄水課運営事務

現状のまま継続

浄水課

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 Ⅴ 官民の役割分担
基本施策

14 民間委託等の推進

基本施策目標
行政の役割と責任を明確にしながら、より効果的・効率的な事業運営をめざし、民間委託等の拡大の可能性を追
求します。
計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

H26年度 実績（成果）

評価

平成26年度は水道管の口径40㎜以
下の漏水修繕業務を宿日直業務委託
の内容に含めたことにより、突発事故
処理を速やかに行うことができ、民間
委託の拡大に向け取り組めた。

S

〔概要〕
行政の役割と責任を明確にしなが
ら、より効果的・効率的な事業運営を
めざし、民間委託等の拡大の可能性
を追求します。

1 民間委託等の推進

〔取り組み〕
ア．水道事業者として直接担わなけ
ればならない業務を除き、民間に任せ
ることで、より効果的・効率的に業務を
進めます。
イ．施設の整備や更新時には、民間
活力の導入について検討します。
〔目標〕
ア．検討
イ．推進

基本施策 総合評価

Ｓ

評価結果の説明等
民間委託の推進について、水道管修繕業務の民間委託の拡大を検討するうえで、他市の状況調査を実施した。そ
の結果、平成26年度から、漏水修繕業務の一部を宿日直業務委託の内容に含めることで、民間委託の拡大に向けて
取り組めた。
以上、民間委託の推進について、目標の「検討」を進めて「一部委託化」に取り組めたことから、評価をＳとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針
セーフティネット等の観点を含め、今後も委託業務の範囲等について、さらなる拡大の検討を進めていく。
中宮浄水場更新事業の基本構想・基本設計策定業務委託の中で、民間活力（ＰＦＩ方式等）の可能性について検討
を行う。

★参考（計画主要施策に関連する事務事業実績測定）
事務事業名

今後の方向性

1 上下水道局事業計画決定・進行管理事務 現状のまま継続
2 水道管路維持管理事業

改善

所管部署
上下水道経営課
水道保全課

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 Ⅴ 官民の役割分担
基本施策

15 多様な主体との応援協力体制の確立

基本施策目標
災害発生時、関係機関や隣接事業体との情報交換を推進し、水源汚染事故等に迅速に対応できる体制を整えます。
また、ライフラインに甚大な被害を与える恐れのある水道管の破損による漏水を防ぐため、事業者間の連携を密にし、リ
スク管理に努めます。
危機管理・防災対策としては、市民、自主防災組織、NPOなど多様な主体と応援協力体制を確立します。また、蛇口で
の水質検査は、市民の協力を得て実施することにより、水道に対する意識の向上を図ります。
計画主要施策

1 広域連携の推進

計画主要施策の概要・取り組み目標

H26年度 実績（成果）

〔概要〕
災害発生に備えて関係機関等との情報
交換を推進し、水源汚染事故等に迅速に
対応できる体制を整えます。ライフライン
大阪広域水道企業団と各水道事業
事業者間の連絡調整を密にし、リスク管
体における震災対策合同訓練、応急
理に努めます。
給水訓練に参加し、災害発生時に備
えた広域連携の強化に取り組んだ。
〔取り組み〕
水源・水質事故に係る危機管理対応
日本水道協会や大阪広域水道企業団
について、「淀川水質協議会」「淀川
等、関係機関が主催する共同訓練に積
水質汚濁防止連絡協議会」及び「大
極的に参画し、連携強化を図ります。
阪広域水道企業団」と連携を図り、降
河川管理者等との連絡体制を活用し、
雨による高濁度などの事故対応を行っ
事故発生時に迅速に対応します。危機事
た。
象発生時の代替水源の確保のため、大
電気、ガスなどライフライン事業者と
阪広域水道企業団との連携を図ります。
の工事情報の交換及び工事間の調整
ガス、電気、電信電話等のライフライン
を行った。
事業者との連携を密にします。

評価

A

〔目標〕
継続実施
〔概要〕
危機管理、防災対策などは、行政の役
割と責任を明確にし、市民、自主防災組
織、NPOなど多様な主体と応援協力体制
を確立します。

2

市民、NPOなどとの応援
協力体制の確立

〔取り組み〕
ア．地域自主防災組織の訓練に参加
し、市民に対し応急給水での役割を啓発
することにより、災害・事故等発生時の応
援協力体制の充実を図ります。
イ．民間事業者等と合同訓練を実施し、
災害・事故等発生時における応援協力体
制の充実を図ります。
〔目標〕
ア．継続実施
イ．継続実施

市内各小学校区単位に設置されて
いる地域自主防災組織の訓練に参加
し、災害・事故等発生時の応援協力体
制の充実を図った。
また、枚方市管工事協同組合、（株）
ジェネッツ（窓口業務等委託業者）と合
同訓練を行い、大規模災害に備えた
応援協力体制の充実を図った。

A

〔概要〕
蛇口での水質検査を毎日、市民モニ
ターに行っていただき、水道水に対する
市民意識の高揚に努めます。

公募の市民検査員28名により、市内
19の配水区域で、蛇口での毎日検査
を行った。
市民参加による水質検査
〔取り組み〕
検査結果は、日々、ホームページに
3
の実施
配水系統ごとに、市民モニターによる水 掲載し周知した。
質検査を実施します。
なお、年間を通じて結果に異常はな
かった。
〔目標〕
継続実施

A

協働による応急給水訓練実施回数 （参考：H22 2回 H23 1回 H24 1回） H25 7回 Ｈ26 9回

基本施策 総合評価

A

評価結果の説明等
「広域連携の推進」について、各種団体との共同訓練や連絡調整などにより、広域連携が図られた。
「市民、NPOなどとの応援協力体制の確立」について、地域自主防災組織や民間事業者と、訓練の実施により、応援協
力体制の充実が図られた。
「市民参加による水質検査の実施」について、公募の水質検査員により蛇口での水質検査を毎日実施し、水道水に対
する意識高揚に努めた。
以上、取り組み目標を概ね達成できたことから、評価をAとした。
今後の取り組みの方向性・展開方針
引き続き、大阪広域水道企業団などとの合同訓練への参加などによる広域連携の推進、地域自主防災訓練への積極
的な参加による応援協力体制の確立、市民参加による水質検査の実施に取り組んでいく。

★参考（計画主要施策に関連する事務事業実績測定）
事務事業名

今後の方向性

所管部署

1 上下水道経営課運営事務

現状のまま継続

上下水道経営課

1 水質検査業務

現状のまま継続

浄水課

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 Ⅵ 省エネルギーと環境保全
基本施策

16 環境保全活動の推進

基本施策目標
浄水処理過程において、多量に電力を消費するため、電力使用量の削減など環境負荷低減に取り組みます。また、
工事の際に発生する建設副産物は、可能な限り再生資源として有効活用に取り組みます。
計画主要施策

1 環境負荷低減の取り組み

計画主要施策の概要・取り組み目標

H26年度 実績（成果）

評価

〔概要〕
電力使用量の削減など、環境負荷の 管理棟・水質試験棟更新工事にお
低減に向けた取り組みに努めます。
いて太陽光発電装置設置の設計を進
めた。
〔取り組み〕
配水池の外部照明や、浄水場内の [26年度実施実績]
電力の一部を環境にやさしい自然エネ 太陽光発電による削減効果
ルギーで賄うため、施設の更新時に太
196,117ｋＷｈ／年
陽光発電装置を設置します。
電力使用量の削減に向け、送排風
更新を予定する施設については、省 機運転時間の短縮を継続して実施し
エネ対策に配慮した機器・設備の選
た。
定・導入に努めます。
エコオフィス活動を念頭に置き、日々 枚方市独自の環境マネジメントシス
の業務を行います。
テム（H-EMS）に沿ったエコオフィス活
動として、庁舎の室内温度管理の適正
〔目標〕
設定などに努めた。
継続実施

A

使用済み活性炭及びろ過砂等につ
いては、全量有効利用を行った。
〔概要〕
水道事業で発生する建設副産物等
再生砕石
6,799 ㎥
〔100%〕
㎥ 〔100%〕
再生砕石
6,369
については、再生資源として有効利用
再生土砂
8,096 ㎥
〔100%〕
㎥ 〔100%〕
再生土砂
8,639
に取り組みます。
建設副産物等の再生利用
2
の推進

〔取り組み〕
工事により発生する残土、アスファル
ト塊等の再生利用を推進します。
また、浄水処理施設の維持管理によ
り使用した、ろ過砂等についても有効
利用に取り組みます。
〔目標〕
推進

基本施策 総合評価

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
建設汚泥
建設汚泥
他がれき
他がれき
砕石
砕石
建設発生土
建設発生土
建設発生木材
建設発生木材
建設混合廃棄物
建設混合廃棄物

その他
その他

7,967
8,068
9,925
1,833
7,837
8,101
664
233
1543
12,713
12,737
50,813
26,359
240
26
19
237
187

ｔｔ
ｔｔ
ｔｔ
ｔｔ
tt
tt
ｔｔ
ｔｔ
ｔｔ

ｔ

〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕

A

〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕

A

評価結果の説明等
管理棟・水質試験棟更新工事において太陽光発電装置設置の実施設計を進めた。
枚方市環境マネジメントシステム（H-EMS）に沿ったエコオフィス活動に努めた。
配水処理施設から排出される残渣の有効利用については、現時点では困難な状況である。なお、使用済み活性炭は
コークス燃料として再利用を行い、ろ過砂等についても再利用を行った。
以上、取り組み目標をおおむね達成できたのでA評価とした。

今後の取り組みの方向性・展開方針
引き続き、「環境負荷低減の取り組み」として、管理棟・水質試験棟更新工事において、太陽光発電装置設置にかかる
整備を進めるるとともに、枚方市環境マネジメントシステム（H-EMS）に沿った取り組みを行う。
「建設副産物等の再生利用の推進」として、排水処理施設から排出される残渣の有効利用について、他市の事例等も
参考にしながら方策の検討を進めていく。
★参考（計画主要施策に関連する事務事業実績測定）
事務事業名

今後の方向性

所管部署

1 上下水道経営課運営事務

現状のまま継続

上下水道経営課

2 水処理送配水業務

現状のまま継続

浄水課

3 水道施設維持管理業務

現状のまま継続

浄水課

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 Ⅵ 省エネルギーと環境保全
基本施策

17 広域連携による環境保全の推進

基本施策目標
琵琶湖・淀川水系の水質・環境保全のため、本市だけでなく国・府をはじめとする関係団体との広域的な連携を密に
し、環境保全に取り組みます。
計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

H26年度 実績（成果）

〔概要〕
水源である琵琶湖・淀川水系の河川
淀川水質協議会等で、定期的に琵
の水質・環境を守るため、関係団体と
琶湖・淀川水系水源調査を実施し、水
の連携を密にし、環境保全に取り組み
源の監視を行うとともに、知識技術の
ます。
向上を目指した研修会等に参加した。
淀川水質協議会を通じ水源保全（水
〔取り組み〕
源水質事故等）について、8月に厚生
本市が参画している淀川水質協議会
広域連携による環境保全の
労働省及び近畿地方整備局に意見交
をはじめ、関係団体との連携を密に
1
推進
換や要望活動を実施した。
し、環境保全に関する議論を深め、
9/11の高槻水みらいセンターからの
国、大阪府、京都府の管轄部署及び
油流出事故を受け、淀川水質協議会
水源管理者に対し、水質汚濁の改善
として同施設へ立ち入り調査を行うとと
等の要望、環境保全の要請行動を行
もに、大阪府に対し他の排水機場も含
います。
めた、事故の再発防止について要望
を行った。
〔目標〕
継続実施

基本施策 総合評価

評価

A

A

評価結果の説明等
淀川水質協議会に参画し、国・関係自治体に対し、琵琶湖・淀川水系の環境保全に係る要望を行った。特に、水源水
質事故時の危機管理等を重点課題として要望活動・意見交換を行った。また、協議会を通じて、未規制化学物質や放
射性物質等水道水源に影響を及ぼす物質について継続的な監視を行った。
計画主要施策について、平成26年度においても継続的な環境保全の要請活動を実施することができたことから評価
をAとした。
今後の取り組みの方向性・展開方針

水道水源を守る環境保全活動は、広域にわたり、単独事業体で実施するには限界があり、安全・安心な水道水の品
質を保つ上で必要不可欠な活動であることから、淀川水質協議会等他事業体と連携を図り実施する。主な活動として、
国・関係機関等に要望活動、意見交換を実施する。また、各関係団体が実施している環境保全活動等について情報収
集を行い、新たな環境保全活動につなげていく。

★参考（計画主要施策に関連する事務事業実績測定）
事務事業名
1 水質検査業務

今後の方向性

現状のまま継続

所管部署
浄水課

