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平成２5年度実績

下水道事業
基本施策評価表

平成26年８月
枚方市上下水道局

評価結果
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施策評価

汚水整備の方針（基本施策4-1）

上下水道ビジョン基本方向

平成25年度は、約5.7ｋｍの汚水管整備を実施し、人口普及率で94.6％の整備を実施した。施設の耐震化としては、約367mの管渠更生工事を実施した。
また、水洗化の促進を進めるなど、各々の施策項目に対して取り組んだことから評価をAとした。

基 本 施 策 項 目

住居系地域での汚水概成

工場系地域での汚水整備

水洗化の促進

整備課題地区の解消

施設の維持･更新

施設の耐震化

評価
結果

目標

平成25年度 実績

Ａ
課題及び今後の取組

A

住居系地域概成までは新規整備と既設施設の更新整備費等を合わせた汚水整
備費を年間約15億円とし、平成30年度の住居系地域概成（人口普及率97.1％）を
着実に事業を進め、住居系地域の平 平成25年度は東部地域を中心に約5.7ｋｍの汚水管整備を行い、
目指す。
成30年度概成を目指す。
人口普及率94.6％を達成した。
平成26年度は約7.6ｋｍの汚水管整備を予定し、年次目標である人口普及率
95.1％の整備を目指す。

A

事業所については、接続希望の有無
などの意識調査等を実施し、排水設
春日西町地区の事業所において、接続希望の意識調査を行っ
備設置義務免除等の諸課題を整理し
た。
ながら、平成27年度より順次、効果的
に整備を進める。

A

・補助金交付制度の周知を徹底し、
接続義務期限内の水洗化の促進を
図る。
・個別訪問による市民との対話を深
め、早期未接続家屋の解消を図る。

A

・権利者への粘り強い交渉を継続す
る。
・登記簿などの権利確認を定期的に 権利者の承諾を得たことから、出口３丁目地区の７家屋及び長尾 未承諾地区においては、権利者への粘り強い交渉を継続していく。また、整備困
行い、調査を継続する。
地区の２家屋において工事を行った。また、私道の土地所有者に 難地区については、技術的な検討・検証を行い効果的で効率的な方法により整備
・整備困難地区については、技術的 変更が無いか等の確認を行った。
を推進する。
な検討・検証を行い効果的で効率的
な方法により整備を推進する。

A

老朽化施設の計画的な改築・更新を図るため、下水道長寿命化支援制度を活用
して、枚方市が保有する下水道施設を計画的に改築していくために、下水道長寿
下水道長寿命化支援制度を活用して
命化計画を策定し整備を進める。
枚方市が保有する下水道施設を限ら 平成25年度は計画策定に向け、長寿命化計画策定までの考え方
・平成26年度：基本構想策定のための基本方針や仕様書等を作成予定。
れた財源の中で、計画的に改築して や課題の整理を行い下水道長寿命化支援制度を活用した事業実
・平成27年度：基本方針に基づき更新の優先順位や事業費などの内容を取りま
いくために、処理分区ごとに下水道長 施のためのスケジュールを取りまとめた。
とめた基本構想を策定予定。
寿命化計画を策定する。
・平成28年度：基本構想に基づきTVカメラ調査を行い長寿命化計画を策定予
定。

A

下水道総合地震対策計画に基づき、平成26年度は、汚水管渠等耐震補強工事と
重要な幹線等と汚水中継ポンプ場を 平成25年度は、耐震診断結果に基づき、Φ 200～450mm 約367m
して（Φ 600ｍｍ、約133ｍ）を実施する予定である。
対象施設として、流下能力・揚排水機 の管渠更生工事と、2号人孔7基の浮上防止対策工事及び特殊マ
また、平成27年度は、汚水管渠等耐震補強工事として（Φ 500mm、約280m）の実
能を確保する。
ンホール１基の耐震補強工事を実施した。
施を予定している。

平成25年度は、供用開始から3年以内に改造工事をしていただけ
るよう文書による周知や、改造に係る補助金や融資あっせんの助
成制度の利用について、ホームページ等を活用したPR活動を
行った。
また、義務期限を超えた未接続家屋558件の実態調査を行い、79
件の水洗化工事を実施した。

春日西町地区においては、平成26年度に実施設計を行い、平成27年度より整備
を進める予定である。また、その他の地区については、今後、各事業所に接続希
望等の意識調査を行っていく。

今後の水洗化促進の取り組みとして、供用開始から2年と2年半経過後に未接続
家屋の所有者に水洗化管理システムより啓発文書を発送しているが、さらに啓発
文書の発送回数を増やすためのシステム改築を行う。また、未接続家屋に関して
は、家屋の所有者に対して、下水道の役割や法令による義務を十分理解していた
だき、早期の水洗化を進めるため、個別訪問による指導・勧告等をこれまで以上
に強化していく。
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の概要
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施策評価

雨水整備の方針（基本施策4-2）

上下水道ビジョン基本方向

平成２０年の局地的集中豪雨後の浸水地域を中心に、ポンプ場整備や排水路等の事業を計画的に進めるため、緊急性、費用対効果等を考慮し、各々の施策
項目に対して取り組んだことから評価をAとした。

基 本 施 策 項 目

浸水被害の軽減

10年確率に対応した雨水整備

ポンプ場の整備

幹線・水路の整備

貯留・浸透施設の活用

施設の適切な維持・更新

施設の耐震化

評価
結果

目標

平成25年度 実績

Ａ

課題及び今後の取組

A

浸水被害の軽減いわゆる減災の観
・藤阪元町、印田町、町楠葉地区で浸水対策工事を実施した。
点に立ち、効果的で効率的な整備手
・蹉跎排水区において下水道浸水被害軽減総合計画を策定し
法を見極め、優先度を総合的に勘案
た。
した整備を計画的に進める。

引き続き、浸水被害の頻度の高い地域を中心に対策検討を進め雨水管渠の改
良・整備を進める。また、平成２６年度に楠葉排水区においても下水道浸水被害
軽減総合計画を策定する予定である。

A

浸水に対する安全度をより向上させ
るために、平成8年度に降雨確率を5
年から10年に強化した。今後も、この 利根川雨水支線、養父丘排水路(下流部)、内野雨水支線、禁野
10年確率（時間降雨量54.4㎜/ｈ）に 本町雨水支線、久保川雨水支線の整備を完了した。
対応した計画的な雨水整備を進め
る。

今後も、浸水の状況、地域の状況などを勘案し、浸水被害の頻度が高い地域を
中心に整備を進めていくため、「枚方市下水道事業経営計画」に定めた年次計
画に基づき主要な幹線管渠の整備を進める。

A

・新安居川ポンプ場
新安居川ポンプ場、溝谷川ポンプ場 整備に向けて用地の先行取得を進め、実施設計に着手した。
今後も、浸水の状況、地域の状況などを勘案し、浸水被害の頻度が高い地域を
など順次、ポンプ場の整備・充実を図 ・溝谷川ポンプ場
中心に整備を進めていくため、「枚方市下水道事業経営計画」に定めた年次計
る。
平成24年度より着手していた自然吐け水路、沈砂池（1池）の整備 画に基づき、新安居川ポンプ場、溝谷川ポンプ場の整備に取り組む。
工事を引き続き進めた。

A

幹線下水道の整備は、ポンプ場と並
び整備効果が広範囲で、かつ雨水整
備の根本的な改善につながる基幹施 利根川雨水支線、養父丘排水路(下流部)、内野雨水支線、禁野
設であるため、浸水被害地域を中心 本町雨水支線、久保川雨水支線の整備を完了した。
とした雨水幹線・支線やバイパスなど
の整備を計画的に進める。

A

排水を一時的に抑制する貯留・浸透
今後は、浸水被害の頻度が高い地域の浸水被害の軽減に向け、抽出した貯留
施設などの整備を進めるため、公共 平成25年度に雨水貯留検討業務を実施し、市内全域の公共・公
施設設置可能な公共施設と浸水被害頻度の高い地域との関連付けを検証す
施設を中心に施設整備を進め、併せ 益施設を活用した雨水貯留施設の設置検討を行った。また、大阪
る。更に今後検討していく楠葉排水区における下水道浸水被害軽減総合計画
て民間開発においても貯留施設など 府立精神医療センター等に貯留施設設置の協力を得た。
の基礎資料としても活用する。
の協力を求める。

A

・施設の改築・更新については、当面
は機能を維持することに重点を置い
たものとするが、浸水対策上、最重要
施設となるポンプ場は、耐用年数を
勘案した長寿命化計画を作成し、効
率的な更新を進める。
・管渠の定期的な点検や清掃、補修
を強化するとともに、降雨時のパト
ロールにより、機能維持、浸水の防
除に努める。

A

重要な幹線管路の耐震化は、汚水施設と同様に平成13年度以降の施設につい
汚水施設と同様に、重要な幹線管路 重要な幹線管路である利根川雨水支線、内野雨水支線、久保川 ては、新耐震基準に基づき耐震対策を図り整備を進めている。それ以前の施設
や雨水ポンプ場を対象に耐震対策を 雨水支線の耐震化を図った。また、雨水ポンプ場の耐震化は長 については、改修や補修時に耐震化に取り組む。雨水ポンプ場については、
進める。
寿命化計画に含め、基礎資料の整理を行い耐震対策を進めた。 「基本施策６．施設の適切な維持・更新」で、現在、策定中の長寿命化計画に含
め耐震化の整備を進める。

・ポンプ場施設の効率的な維持更新を進めるため、長寿命化計
画を策定する準備として下水道施設設備台帳システム構築委託
の資料整理を行った。
・管渠の維持管理を直営及び発注業務により行い、浸水防除に
努めた。

今後も、浸水の状況、地域の状況などを勘案し、浸水被害の頻度が高い地域を
中心に整備を進めていくため、「枚方市下水道事業経営計画」に定めた年次計
画に基づき、船橋本町雨水支線、養父丘排水路（上流部）の整備に取り組む。

・今後、下水道施設設備台帳システム構築委託を発注して本市が保有する全て
の下水道施設（ポンプ場）を把握する。そして各ポンプ場の機械設備と電気設備
のリスクマネジメントを検討し、特にリスクの高い設備から長寿命化計画を策定
して更新や補修を進めていく。
・今後も計画的な管渠の維持管理を行い、機能維持を図るとともに浸水の防除
に努める。

評価結果
の概要
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施策評価

経営健全化の方針（基本施策4-3）

上下水道ビジョン基本方向

収入については、下水道使用料の増額改定により増収となったが、未だ一般会計からの負担金や補助金によるものが多い。また、事業計画策定により来年度
以降の交付金の効果的な活用が可能となった。支出については、借換債の発行等の高利率の借入金返済により、企業債利息の抑制を行うなど、各々の施策
項目に対して取り組んだことから評価をAとした。

基 本 施 策 項 目

使用料の適正化

公費負担のあり方

補助金等の活用

執行体制の構築

民間委託を活用した効率的な
施設管理

評価
結果

目標

平成25年度 実績

Ａ

課題及び今後の取組

Ｓ

適正な原価計算に基づく使用料設定
が行えるよう取り組んでいくとともに、
対象経費の削減による原価の抑制や 平成25年10月に下水道使用料の10％増額改定を行った。
水洗化率の向上による増収にも努め
る。

経営基盤の根幹をなす下水道使用料が、節水型社会への転換や今後の人口
推移の減少予測などにより飛躍的な伸びが期待できないことから、水洗化改造
率の向上などによる収入増を図るとともに、より一層の経費の節減に努める。

A

「雨水公費・汚水私費」の経費負担区
分の適正な運用を図るとともに、適切 平成25年度基準外繰入金は、2,310,376千円で、平成24年度の
な公費負担のあり方について検討し 3,002,818千円と比べ692,442千円の減少となった。
ていく。

汚水事業は独立採算が原則であるが、一般会計からの繰入金で賄われている
のが現状である。今後は汚水処理費を基本的に使用料収入で賄うことを目標と
していく。

A

平成25年度は、社会資本整備総合交付金において整備事業費と
今後本格化する更新事業等について
して683,000千円の補助金を得た。また、国の経済対策に対応し
も、補助制度の効果的な活用に努め
平成26年度要望額の2～3割を前倒し、汚水整備事業や雨水調整
る。
池取得に係る国庫補助交付申請を行った。

下水道の新規整備・改築・更新などには多額の事業費が必要であるため、これ
まで国庫補助金等を活用し事業を進めてきた。
特に、今後本格化する更新事業等については国の動向も注視しながら補助制
度の効果的な活用に努める。

A

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、
共通部分の統合はもとより、今後本 上下水道組織の再編に向けて、上下水道組織を統合している先
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、
格統合に向け、積極的に組織の見直 行市に対して、状況調査を行い、調査結果の分析、検討を進め
職員配置の適正化に努める。再編後の組織体制を市長部局関係課と調整し、
しについて検討する。
た。
組織再編に向けた事務を進める。

A

今後も、下水道維持管理業務委託の検討を行う。現在、直営で維持管理を実施
している施設は雨水ポンプ場8箇所、雨水小ポンプ場16箇所、各水路のゲート
適正な業務運営やサービス向上に留 従前より、出口汚水中継ポンプ場の維持管理や景観水路の維持
設備4箇所、樋門3箇所、農事用深井戸ポンプ14箇所である。これら施設設備の
意し、業務の効率化を図る。
管理、その他施設の警備業務の民間委託を継続して行っている。
点検整備作業や運転管理業務は、セーフティーネットの確保と委託によるコスト
縮減を勘案しながら、効率的な施設管理に努める。

6

企業債利息等の縮減

A

平成25年度決算での支払利息は2,053,278千円で平成24年度の 供用開始から50年が過ぎ、これまで整備してきた各施設の更新時期を迎え、事
企業債発行額の抑制や低利率に借り
支払利息2,198,729千円と比べ145,451千円減少した。また、企業 業費の増加が懸念されるところであるが、優先順位の明確化や更新計画の策
換えるなど、企業債利息等の縮減に
債は、2,120,200千円新規発行し、5,974,860千円の償還を行った 定により、発行額の増加を招くことのないよう事業と経営のバランスを図ってい
努める。
ことにより企業債等残高は、81,687,870千円となった。
く。

7

人材育成と技術継承

A

経営感覚のある人材の育成や専門
技術の継承を図る。

職場内研修に加え、下水道関連講習会や車両系建設機械運転
技能講習、玉掛技能講習等を受講した。

今後も、技術継承に取り組むとともに、経営能力の向上と人材育成に適切に結
びつく職場環境の構築を図る。

A

優先順位や事業規模などを考慮し、
下水道長寿命化計画や下水道施設 平成25年度は、下水道総合地震対策計画や蹉跎排水区で下水
耐震化計画、下水道浸水被害軽減総 道浸水被害軽減総合計画を策定した。
合計画等を策定する。

下水道の新規整備や改築・更新などの事業は、下水道サービスの安定供給に
不可欠なものであるが、財源として発行する企業債は、後年度にその償還が発
生するため、優先順位や事業規模などを考慮した整備計画等を策定していく。

8

下水道整備計画等の策定

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-1 汚水整備の方針
基本施策

1 住居系地域での汚水概成

基本施策目標
汚水整備は、住居系地域での平成30年度概成を目指します。

課題名

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

評価

〔概要〕
下水道計画区域内での住居系地域にお
ける汚水整備を概ね完成させる。
平成25年度は東部地域を中心に約
5.7ｋｍの汚水管整備を行い、人口普
1 住居系地域での汚水概成 〔目標〕
着実に事業を進め、住居系地域の平成 及率94.6％を達成した。
30年度概成を目指す。

基本施策 総合評価

A

Ａ

評価結果の説明等

快適な生活環境を支え、水質汚濁防止のため公共下水道（汚水）の整備を進め、平成26年3月末現在で人口普及率
94.6％を達成したことから評価をＡとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

住居系地域概成までは新規整備と既設施設の更新整備費等を合わせた汚水整備費を年間約15億円とし、平成30年度
の住居系地域概成（人口普及率97.1％）を目指す。
平成26年度は約7.6ｋｍの汚水管整備を予定し、年次目標である人口普及率95.1％の整備を目指す。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-1 汚水整備の方針
基本施策

2 工場系地域での汚水整備

基本施策目標
工場系の汚水整備については、「行政と事業者」が協力し合うことを基本としながら実情に応じた効率的な手法で、水
環境の保全を図ります。
課題名

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

評価

〔概要〕
工場地域における整備方針を確立
し、計画的に着手する。
1 工場系地域での汚水整備

基本施策 総合評価

〔目標〕
春日西町地区の事業所において、接続
事業所については、接続希望の有 希望の意識調査を行った。
無などの意識調査等を実施し、排
水設備設置義務免除等の諸課題を
整理しながら、平成27年度より順
次、効果的に整備を進める。

A

Ａ

評価結果の説明等

平成25年度に当該地区の接続希望の意識調査を行ったことから評価をＡとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

春日西町地区においては、平成26年度に実施設計を行い、平成27年度より整備を進める予定である。また、その他の
地区については、今後、各事業所に接続希望等の意識調査を行っていく。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-1 汚水整備の方針
基本施策

3 水洗化の促進

基本施策目標
下水道未接続者への粘り強い接続要請を行い、未接続家屋の解消に向けた取り組みを進め、水洗化を促進します。

課題名

1 水洗化の促進

基本施策 総合評価

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

〔概要〕
平成25年度は、供用開始から3年以内
整備完了区域での下水道への未接続
に改造工事をしていただけるよう文書
家屋を解消し、水洗化を促進する。
による周知や、改造に係る補助金や融
資あっせんの助成制度の利用につい
〔目標〕
て、ホームページ等を活用したPR活動
・補助金交付制度の周知を徹底し、接
を行った。
続義務期限内の水洗化の促進を図
また、義務期限を超えた未接続家屋
る。
558件の実態調査を行い、79件の水洗
・個別訪問による市民との対話を深
化工事を実施した。
め、早期未接続家屋の解消を図る。

評価

A

A

評価結果の説明等

供用開始前に文書の送付及び事前相談会を実施し、その後、供用開始から3年以内に改造工事をしていただけるよう文
書による周知や、改造に係る補助金や融資あっせんの助成制度の利用について、ホームページ等を活用したＰＲ活動を
行った。
また、3年を超えた未接続家屋については、実態を把握するために、平成20年・21年供用地区の必要な現地調査を行っ
たうえで、家屋所有者への個別訪問による指導や勧告などで水洗化の促進に取り組んだことから評価をＡとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

今後の水洗化促進の取り組みとして、供用開始から2年と2年半経過後に未接続家屋の所有者に水洗化管理システムよ
り啓発文書を発送しているが、さらに啓発文書の発送回数を増やすためのシステム改築を行う。また、未接続家屋に関し
ては、家屋の所有者に対して、下水道の役割や法令による義務を十分理解していただき、早期の水洗化を進めるため、
個別訪問による指導・勧告等をこれまで以上に強化していく。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-1 汚水整備の方針
基本施策

4 整備課題地区の解消

基本施策目標
未承諾地区については、継続的に地権者への承諾要請を行い、整備困難地区については、技術的な検討・検証を進
め、整備に向けた取り組みを進めます。

課題名

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

評価

権利者の承諾を得たことから、出口
３丁目地区の７家屋及び長尾地区
の２家屋において工事を行った。ま
た、私道の土地所有者に変更が無
いか等の確認を行った。

Ａ

〔概要〕
私道での埋設同意や地形・地物による
整備困難地区への対応を推進する。
1 整備課題地区の解消

基本施策 総合評価

〔目標〕
・権利者への粘り強い交渉を継続する。
・登記簿などの権利確認を定期的に行
い、調査を継続する。
・整備困難地区については、技術的な
検討・検証を行い効果的で効率的な方
法により整備を推進する。

Ａ

評価結果の説明等

過年度に承諾を得て施工が可能となった出口地区と長尾地区において、合わせて９家屋の工事を行ったことから評価
をＡとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

未承諾地区においては、権利者への粘り強い交渉を継続していく。また、整備困難地区については、技術的な検討・検
証を行い効果的で効率的な方法により整備を推進する。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-1 汚水整備の方針
基本施策

5 施設の維持・更新

基本施策目標
汚水施設の新規整備から維持管理・長寿命化・改築までを一体的にとらえ、下水道施設を適切に管理するストックマ
ネジメントを目指します。
課題名

1 施設の維持・更新

基本施策 総合評価

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

〔概要〕
老朽化施設の計画的な改築・更新を
図るための長寿命化計画を策定する。 平成25年度は計画策定に向け、
長寿命化計画策定までの考え方
〔目標〕
や課題の整理を行い下水道長寿
下水道長寿命化支援制度を活用して 命化支援制度を活用した事業実
枚方市が保有する下水道施設を限ら 施のためのスケジュールを取りまと
れた財源の中で、計画的に改築してい めた。
くために、処理分区ごとに下水道長寿
命化計画を策定する。

評価

Ａ

Ａ

評価結果の説明等

長寿命化計画策定に向けて、計画策定までの考え方や課題の整理を行い、下水道長寿命化支援制度を活用した事
業実施のためのスケジュールを取りまとめたことから評価をＡとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

老朽化施設の計画的な改築・更新を図るため、下水道長寿命化支援制度を活用して、枚方市が保有する下水道施
設を計画的に改築していくために、下水道長寿命化計画を策定し整備を進める。
・平成26年度：基本構想策定のための基本方針や仕様書等を作成予定。
・平成27年度：基本方針に基づき更新の優先順位や事業費などの内容を取りまとめた基本構想を策定予定。
・平成28年度：基本構想に基づきTVカメラ調査を行い長寿命化計画を策定予定。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-1 汚水整備の方針
基本施策

6 施設の耐震化

基本施策目標
阪神淡路大震災や東日本大震災などの大規模な地震に耐えられるレベルまで強化を図り、下水道の役割を確保しま
す。
課題名

1 施設の耐震化

基本施策 総合評価

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

〔概要〕
大規模地震に耐えられるレベルまで長
寿命化と併せ施設の耐震化を図る。 平成25年度は、耐震診断結果に基づ
き、Φ200～450mm 約367mの管渠更
〔目標〕
生工事と、2号人孔7基の浮上防止対
重要な幹線等と汚水中継ポンプ場を対 策工事及び特殊マンホール１基の耐
象施設として、流下能力・揚排水機能 震補強工事を実施した。
を確保する。

評価

Ａ

Ａ

評価結果の説明等

耐震診断結果に基づき、管渠等耐震補強工事を実施するとともに、下水道地震対策緊急整備計画に引き続き、現行制
度に基づく下水道総合地震対策計画を策定し、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。

今後の取り組みの方向性・展開方針

下水道総合地震対策計画に基づき、平成26年度は、汚水管渠等耐震補強工事として（Φ600ｍｍ、約133ｍ）を実施する
予定である。
また、平成27年度は、汚水管渠等耐震補強工事として（Φ500mm、約280m）の実施を予定している。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-2 雨水整備の方針
基本施策

1 浸水被害の軽減

基本施策目標
浸水被害の頻度が高い地域の浸水被害の軽減を図ります。

課題名

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

〔概要〕
浸水被害の頻度の高い地域を中心に
対策検討を進め、雨水管渠の改良・整
・藤阪元町、印田町、町楠葉地区で浸
備を実施する。
水対策工事を実施した。
1 浸水被害の軽減

基本施策 総合評価

〔目標〕
・蹉跎排水区において下水道浸水被
浸水被害の軽減いわゆる減災の観点
害軽減総合計画を策定した。
に立ち、効果的で効率的な整備手法を
見極め、優先度を総合的に勘案した整
備を計画的に進める。

評価

A

Ａ

評価結果の説明等

浸水被害の頻度の高い藤阪元町、印田町、町楠葉地区で雨水管渠の改良・整備事業を実施した。また、浸水被害の軽
減対策の為「下水道浸水被害軽減総合計画（蹉跎排水区）」を策定したことから評価をＡとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

引き続き、浸水被害の頻度の高い地域を中心に対策検討を進め雨水管渠の改良・整備を進める。また、平成２６年度に
楠葉排水区においても下水道浸水被害軽減総合計画を策定する予定である。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-2 雨水整備の方針
基本施策

2 10年確率に対応した雨水整備

基本施策目標
10年に一度の大雨に対応できるよう雨水整備を進めます。

課題名

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

評価

〔概要〕
10年に一度の大雨に対応できるよう雨
水整備を進める。
利根川雨水支線、養父丘排水路(下
10年確率に対応した雨水整 〔目標〕
流部)、内野雨水支線、禁野本町雨水
1
備
浸水に対する安全度をより向上させるた 支線、久保川雨水支線の整備を完了
めに、平成8年度に降雨確率を5年から した。
10年に強化した。今後も、この10年確率
（時間降雨量54.4㎜/ｈ）に対応した計画
的な雨水整備を進める。

基本施策 総合評価

A

A

評価結果の説明等

10年確率に対応した主要な幹線管渠の整備を、「枚方市下水道事業経営計画」に定めた年次計画の通り進めていること
から評価をＡとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

今後も、浸水の状況、地域の状況などを勘案し、浸水被害の頻度が高い地域を中心に整備を進めていくため、「枚方市下
水道事業経営計画」に定めた年次計画に基づき主要な幹線管渠の整備を進める。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-2 雨水整備の方針
基本施策

3 ポンプ場の整備

基本施策目標
基幹施設であるポンプ場の整備・充実を図ります。

課題名

H25年度 実績（成果）

計画主要施策の概要・取り組み目標

評価

〔概要〕
・新安居川ポンプ場
ポンプ場の機能を拡充し、排水 整備に向けて用地の先行取得を進
能力を増強する。
め、実施設計に着手した。
1 ポンプ場の整備

基本施策 総合評価

〔目標〕
新安居川ポンプ場、溝谷川ポン
プ場など順次、ポンプ場の整
備・充実を図る。

・溝谷川ポンプ場
平成24年度より着手していた自然吐
け水路、沈砂池（1池）の整備工事を
引き続き進めた。

A

A

評価結果の説明等

・新安居川ポンプ場については、整備に向けて用地の先行取得を進めた。また、実施設計に着手し、平成26年8
月末完了予定で取り組んでいる。
・溝谷川ポンプ場については、自然吐け水路、沈砂池（1池）の整備工事が平成26年5月末に完成予定である。
以上、両ポンプ場について整備を進め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

今後も、浸水の状況、地域の状況などを勘案し、浸水被害の頻度が高い地域を中心に整備を進めていくため、
「枚方市下水道事業経営計画」に定めた年次計画に基づき、新安居川ポンプ場、溝谷川ポンプ場の整備に取り
組む。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-2 雨水整備の方針
基本施策

4 幹線・水路の整備

基本施策目標
基幹施設である幹線・水路の整備を進めます。

課題名

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

評価

〔概要〕
幹線・水路等の基幹施設の整備・充実を
図る。
1 幹線・水路の整備

基本施策 総合評価

利根川雨水支線、養父丘排水路(下
〔目標〕
流部)、内野雨水支線、禁野
幹線下水道の整備は、ポンプ場と並び整
本町雨水支線、久保川雨水支線
備効果が広範囲で、かつ雨水整備の根
の整備を完了した。
本的な改善につながる基幹施設であるた
め、浸水被害地域を中心とした雨水幹線・
支線やバイパスなどの整備を計画的に進
める。

A

A

評価結果の説明等

幹線・水路の整備は、浸水被害地域を中心とした雨水幹線・支線やバイパスなどの整備を「枚方市下水道事業経営計
画」に定め、年次計画通り進め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

今後も、浸水の状況、地域の状況などを勘案し、浸水被害の頻度が高い地域を中心に整備を進めていくため、「枚方市
下水道事業経営計画」に定めた年次計画に基づき、船橋本町雨水支線、養父丘排水路（上流部）の整備に取り組む。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-2 雨水整備の方針
基本施策

5 貯留・浸透施設の活用

基本施策目標
貯留・浸透施設なども含め地域の実情に合わせた効果的・効率的な雨水整備を目指します。

課題名

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

評価

〔概要〕
流出抑制対策として、地域の実情に合わ
せた効果的・効率的活用を図る。
1 貯留・浸透施設の活用

基本施策 総合評価

平成25年度に雨水貯留検討業務を
実施し、市内全域の公共・公益施設
〔目標〕
を活用した雨水貯留施設の設置検
排水を一時的に抑制する貯留・浸透施設
討を行った。また、大阪府立精神医
などの整備を進めるため、公共施設を中
療センター等に貯留施設設置の協
心に施設整備を進め、併せて民間開発
力を得た。
においても貯留施設などの協力を求め
る。

A

A

評価結果の説明等

貯留・浸透施設などを公共施設を中心に施設整備を進めるために、平成25年度に雨水貯留検討業務を実施した。
また、公共公益施設における雨水流出抑制施設設置指導要綱に基づき、大阪府立精神医療センター等に貯留施設設
置の協力を得たことから評価をＡとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

今後は、浸水被害の頻度が高い地域の浸水被害の軽減に向け、抽出した貯留施設設置可能な公共施設と浸水被害頻
度の高い地域との関連付けを検証する。更に今後検討していく楠葉排水区における下水道浸水被害軽減総合計画の
基礎資料としても活用する。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-2 雨水整備の方針
基本施策

6 施設の適切な維持・更新

基本施策目標
施設の維持管理及び改築・更新については、当面は機能を維持することに重点を置いたものとします。

課題名

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

評価

ポンプ場施設の効率的な維持更新
を進めるため、長寿命化計画を策定
する準備として下水道施設設備台
帳システム構築委託の資料整理を
行った。

A

〔概要〕
施設の機能を維持するため、計画的な
改築・更新を図る。

1 施設の適切な維持・更新

基本施策 総合評価

〔目標〕
施設の改築・更新については、当面は
機能を維持することに重点を置いたもの
とするが、浸水対策上、最重要施設とな
るポンプ場は、耐用年数を勘案した長寿
命化計画を作成し、効率的な更新を進
める。
管渠の定期的な点検や清掃、補修を強
化するとともに、降雨時のパトロールに
より、機能維持、浸水の防除に努める。

管渠の維持管理を直営及び発注業
務により行い、浸水防除に努めた。

A

評価結果の説明等
ポンプ場施設の効率的な維持更新を進めるため、本市が保有する機械設備と電気設備の長寿命化計画を策定する準
備段階として、下水道施設設備台帳システム構築委託を発注するための資料整理を行った。
管渠の適切な維持管理のため、直営による対応や小規模修繕及び小規模工事等を実施し、効果的かつ効率的に行っ
た。また、降雨前には、スクリーンの点検や清掃、ゴミ収集を行った。
※直営件数

：人孔補修39箇所・人孔蓋設置6箇所・管渠補修工19.5ｍ・管渠清掃2344.5ｍ
パトロールによるスクリーン点検及びゴミ収集64箇所
※小規模修繕件数 ：人孔蓋設置2箇所
※小規模工事件数 ：人孔蓋設置18箇所・組立人孔設置2箇所・管渠工16.2ｍ
以上、目標に向けて取り組んだことから評価をＡとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

今後、下水道施設設備台帳システム構築委託を発注して本市が保有する全ての下水道施設（ポンプ場）を把握する。
そして各ポンプ場の機械設備と電気設備のリスクマネジメントを検討し、特にリスクの高い設備から長寿命化計画を策定
して更新や補修を進めていく。
今後も計画的な管渠の維持管理を行い、機能維持を図ると共に浸水の防除に努める。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-2 雨水整備の方針
基本施策

7 施設の耐震化

基本施策目標
阪神淡路大震災や東日本大震災などの大規模な地震に耐えられるレベルまで強化を図り、下水道の役割を確保しま
す。
課題名

1 施設の耐震化

基本施策 総合評価

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

〔概要〕
大規模地震に耐えられるレベルまで長
重要な幹線管路である利根川雨水支
寿命化と併せ施設の耐震化を図る。
線、内野雨水支線、久保川雨水支線
の耐震化を図った。また、雨水ポンプ
場の耐震化は長寿命化計画に含め、
〔目標〕
基礎資料の整理を行い耐震対策を進
汚水施設と同様に、重要な幹線管路
めた。
や雨水ポンプ場を対象に耐震対策を
進める。

評価

Ａ

Ａ

評価結果の説明等
重要な幹線管路である利根川雨水支線、内野雨水支線、久保川雨水支線は、整備事業に合わせて新耐震基準に基づ
き耐震化を図った。また、雨水ポンプ場の耐震化は長寿命化計画に含め、基礎資料の整理を行い耐震対策を進めたこと
から評価をＡとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

重要な幹線管路の耐震化は、汚水施設と同様に平成13年度以降の施設については、新耐震基準に基づき耐震対策を
図り整備を進めている。それ以前の施設については、改修や補修時に耐震化に取り組む。雨水ポンプ場については、
「基本施策６．施設の適切な維持・更新」で、現在、策定中の長寿命化計画に含め耐震化の整備を進める。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-3 経営健全化の方針
基本施策

1 使用料の適正化

基本施策目標
適正な原価計算に基づく使用料設定が行えるよう取り組んでいくとともに、対象経費の削減による原価の抑制や水洗化
率の向上による増収にも努めます。
課題名

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

評価

〔概要〕
適正な原価計算に基づく下水道使用
料の設定を行う。
1 使用料の適正化

基本施策 総合評価

〔目標〕
平成25年10月に下水道使用料の10％
適正な原価計算に基づく使用料設定
増額改定を行った。
が行えるよう取り組んでいくとともに、
対象経費の削減による原価の抑制や
水洗化率の向上による増収にも努め
る。

s

S

評価結果の説明等

料金改定に伴い、平成24年度決算の使用料収入と比較して（222,000千円）の増収となったことから評価をSとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

経営基盤の根幹をなす下水道使用料が、節水型社会への転換や今後の人口推移の減少予測などにより飛躍的な伸び
が期待できないことから、水洗化改造率の向上などによる収入増を図るとともに、より一層の経費の節減に努める。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-3 経営健全化の方針
基本施策

2 公費負担のあり方

基本施策目標
「雨水公費・汚水私費」の経費負担区分の適正な運用を図るとともに、適切な公費負担のあり方について検討していき
ます。
課題名

計画主要施策の概要・取り組み目標

〔概要〕
「雨水公費・汚水私費」の経費負担区
分の適正な運用を図る。
1 公費負担のあり方

基本施策 総合評価

〔目標〕
「雨水公費・汚水私費」の経費負担区
分の適正な運用を図るとともに、適切
な公費負担のあり方について検討して
いく。

H25年度 実績（成果）

平成25年度基準外繰入金は、
2,310,376千円で、平成24年度の
3,002,818千円と比べ692,442千円の
減少となった。

評価

Ａ

Ａ

評価結果の説明等

基準外の繰入金を段階的に削減していくために、平成25年度に約10％の引き上げとなる下水道使用料の改定を行った
結果、平成24年度に比べ、繰入金の減少となったことから評価をＡとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

汚水事業は独立採算が原則であるが、一般会計からの繰入金で賄われているのが現状である。今後は汚水処理費を基
本的に使用料収入で賄うことを目標としていく。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-3 経営健全化の方針
基本施策

3 補助金等の活用

基本施策目標
下水道の新規整備・改築・更新などには多額の事業費が必要であるため、これまで国庫補助金等を活用し事業を進め
てきました。
今後本格化する更新事業等についても、補助制度の効果的な活用に努めます。
課題名

1 補助金等の活用

基本施策 総合評価

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

〔概要〕
平成25年度は、社会資本整備総合交
国の交付金などの補助制度を最大限
付金において整備事業費として
活用する。
683,000千円の補助金を得た。また、
国の経済対策に対応し平成26年度要
〔目標〕
望額の2～3割を前倒し、汚水整備事
今後本格化する更新事業等について
業や雨水調整池取得に係る国庫補助
も、補助制度の効果的な活用に努め
交付申請を行った。
る。

評価

Ａ

Ａ

評価結果の説明等

国の交付金制度である社会資本整備総合交付金において、平成25年度は683,000千円の補助金を得た。また、国の経
済対策による平成26年度要望の前倒し申請として平成25年度補正予算要望にて、汚水整備事業や雨水調整池取得に
係る国庫補助交付申請を行った。また、新たな整備計画（下水道浸水被害軽減総合計画や下水道総合地震対策計画）
を策定したことにより、平成26年度以降の整備事業費の国費充当額が増加することから評価をＡとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

下水道の新規整備・改築・更新などには多額の事業費が必要であるため、これまで国庫補助金等を活用し事業を進めて
きた。
特に、今後本格化する更新事業等については国の動向も注視しながら補助制度の効果的な活用に努める。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-3 経営健全化の方針
基本施策

4 執行体制の構築

基本施策目標
公営企業の組織として、政策目標に基づき効果的・効率的な事務執行体制を構築する必要があるため、共通部門の統
合はもとより、今後の本格統合に向け、積極的に組織の見直しについて検討します。
課題名

1 執行体制の構築

基本施策 総合評価

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

〔概要〕
上下水道組織の統合を活かした組織
体制とし、適正で効率的な業務執行の
上下水道組織の再編に向けて、上下
見直しを図る。
水道組織を統合している先行市に対
して、状況調査を行い、調査結果の分
〔目標〕
析、検討を進めた。
共通部分の統合はもとより、今後本格
統合に向け、積極的に組織の見直しに
ついて検討する。

評価

Ａ

Ａ

評価結果の説明等

上下水道局組織の再編に向けて分析、検討を進めたことから評価をＡとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

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る。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。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-3 経営健全化の方針
基本施策

5 民間委託を活用した効率的な施設管理

基本施策目標
これまで、排水ポンプ場の管理など業務の一部を委託化してきましたが、さらに適正な業務運営の確保とサービスの維
持向上に留意しつつ、業務の効率化に向けて最適な手法を検討します。
課題名

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

評価

〔概要〕
適正な業務運営の確保とサービスの
維持向上に留意しつつ、業務の効率
化に向けて最適な手法を検討する。

従前より、出口汚水中継ポンプ場の維
民間委託を活用した効率的
持管理や景観水路の維持管理、その
1
な施設管理
〔目標〕
他施設の警備業務の民間委託を継続
適正な業務運営やサービス向上に留 して行っている。
意し、業務の効率化を図る。

基本施策 総合評価

Ａ

Ａ

評価結果の説明等

適正な業務運営の確保とサービスの維持向上に留意し、継続して民間委託を進め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

今後も、下水道維持管理業務委託の検討を行う。現在、直営で維持管理を実施している施設は雨水ポンプ場8箇所、雨
水小ポンプ場16箇所、各水路のゲート設備4箇所、樋門3箇所、農事用深井戸ポンプ14箇所である。これら施設設備の点
検整備作業や運転管理業務は、セーフティーネットの確保と委託によるコスト縮減を勘案しながら、効率的な施設管理に
努める。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-3 経営健全化の方針
基本施策

6 企業債利息等の縮減

基本施策目標
企業債は、下水道整備にかかる多額の費用を現世代のみの負担とせず、後世代にも負担していただく「負担の平準
化」を原則としています。企業債発行額の抑制や低利率に借り換えるなど、企業債利息等の縮減に努めます。
課題名

1 企業債利息等の縮減

基本施策 総合評価

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

〔概要〕
平成25年度決算での支払利息は
企業債発行額の抑制や借換えによる
2,053,278千円で平成24年度の支払利
利息の軽減に努める。
息2,198,729千円と比べ145,451千円減
少した。また、企業債は、2,120,200千円
〔目標〕
新規発行し、5,974,860千円の償還を
企業債発行額の抑制や低利率に借
行ったことにより企業債等残高は、
り換えるなど、企業債利息等の縮減
81,687,870千円となった。
に努める。

評価

Ａ

Ａ

評価結果の説明等

借換債の発行や水道事業会計からの借入による高利率の借入金返済により、企業債利息が縮小したことから評価をＡと
した。

今後の取り組みの方向性・展開方針

供用開始から50年が過ぎ、これまで整備してきた各施設の更新時期を迎え、事業費の増加が懸念されるところであるが、
優先順位の明確化や更新計画の策定により、発行額の増加を招くことのないよう事業と経営のバランスを図っていく。

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-3 経営健全化の方針
基本施策

7 人材育成と技術継承

基本施策目標
公営企業職員としての意識改革を進め、企業意識の徹底を図るとともに、サービス精神と広い視野に立った経営感覚
のある人材の育成に努めます。また、これまでの経験に基づく専門的な知識や技術力を低下させることなく、その技術
の継承にも取り組んでいきます。
課題名

1 人材の育成と技術継承

基本施策 総合評価

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

（概要）
経験に基づく専門的な知識や技術力
を低下させることなく、その技術の継
職場内研修に加え、下水道関連講習会
承にも取り組んでいく。
や車両系建設機械運転技能講習、玉掛
技能講習等を受講した。
（目標）
経営感覚のある人材の育成や専門
技術の継承を図る。

A

評価結果の説明等

職員に研修を受講させて、人材の育成や専門技術の継承を図ったことから評価をＡとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

今後も、技術継承に取り組むとともに、経営能力の向上と人材育成に適切に結びつく職場環境の構築を図る。

評価

A

基本施策評価表
上下水道ビジョン基本方向 4-3 経営健全化の方針
基本施策

8 下水道整備計画等の策定

基本施策目標
下水道の新規整備や改築・更新などの事業は、下水道サービスの安定供給に不可欠なものですが、財源として発行す
る企業債は、後年度にその償還（借金の返済）が発生するため、優先順位や事業規模などを考慮した整備計画等を策
定します。
課題名

計画主要施策の概要・取り組み目標

H25年度 実績（成果）

評価

〔概要〕
優先順位や事業規模を考慮した整備
計画を策定する。
1 下水道整備計画等の策定

基本施策 総合評価

平成25年度は、下水道総合地震対策
〔目標〕
計画や蹉跎排水区で下水道浸水被
優先順位や事業規模などを考慮し、下 害軽減総合計画を策定した。
水道長寿命化計画や下水道施設耐震
化計画、下水道浸水被害軽減総合計
画等を策定する。

Ａ

Ａ

評価結果の説明等

下水道浸水被害軽減総合計画の策定（蹉跎地区）及び、浸水想定区域図を作成したことから評価をＡとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

下水道の新規整備や改築・更新などの事業は、下水道サービスの安定供給に不可欠なものであるが、財源として発行
する企業債は、後年度にその償還が発生するため、優先順位や事業規模などを考慮した整備計画等を策定していく。

