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平成２４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

応急給水対策の推進

Ａ

施設の警備体制の強化
2

応急給水拠点・緊急対応設備の整備

Ａ

計画目標

Ｈ24実績値

S

定期的な応急給水訓練等の実施
実施目標：３回

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：１５回

A

災害用資機材、飲料水などの計画的な 避難所の給水バルーン設置：７０箇所
配備
可搬ポリタンク・給水袋保有度：１２３．０個/千人

A 機械警備、人的巡視の強化・拡大

機械警備：２２／２３施設
人的巡視：基幹施設を中心に巡回頻度を向上

A 応急給水拠点整備

春日受水場更新工事（機械・電気・土木）を実施

-

Ｈ１９完了
〔評価の対象から除外〕

送水ルートのバックアップ機能の強化

A

中宮浄水場から田口山配水場間への新 中宮浄水場～田口山配水場間口径900mm送水管
たな送水ルートの設置
布設工事完了

浄水・配水施設の耐震強化

A

施設の重要度等を踏まえた耐震補強の 春日受水場更新工事を実施、管理棟・水質試験棟
推進
更新工事の実施設計を実施

管路の計画的・効率的な耐震化

S

耐震管整備延長
約１０㎞

教育・訓練環境の整備

A

専門技術を要する業務について、職員 専門的技術力が発揮できる体制確立をめざし、資格
の資格取得を推進
取得を促進

技術の継承

A

技術の継承にかかる取り組みの
促進

関係事業体間の相互応援協力体制
の拡充

A

情報・通信、災害を想定した定期的な共 新アクアネットを活用した府・市町村共同の大規模災
同訓練の実施
害・事故に対する訓練に参加

A

ライフライン管理者との積極的な
連携

各事業者との工事情報の交換及び
工事間の協議調整を実施

水源の二重化
3

Ａ

4

Ｓ

5

耐震管整備延長
約１４㎞

Ａ

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

Ａ
ライフライン事業者間のリスク管理
の連携

7

浄水施設・配水施設の計画的・
効率的な更新・改良

Ａ

A

計画に基づく更新・改良事業の
実施

田口山配水場電気計装設備、北山配水場流量計、
中宮浄水場水質計器の更新工事など機器設備の更
新・改良工事を実施

8

管路の計画的・効率的な更新

Ｓ

S

整備延長
約１０㎞

整備延長
約１５㎞

継続的な経営改革

A

経済性、有効性、効率性を重視した経営
計画に基づく事業執行・予算への反映
の推進・経営基盤の強化

企業債残高の縮減

A 企業債等残高の縮減

9

琵琶湖総合開発割賦負担金の繰上償還実施

Ａ
水道事業ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを活用した経営
分析手法の構築

-

Ｈ１９完了
〔評価の対象から除外〕

経営評価ｼｽﾃﾑの構築

A

経営評価ｼｽﾃﾑを構築し、経営充実を推
平成２３年度実績評価実施、ホームページへの公表
進

職員定員管理の適正化

S

２５．４．１正職員数
１３１人（管理者除く）

10

24.4.1正職員数：119人（管理者除く） 前年比▲7人
25.4.1世職員数：111人（管理者除く） 前年比▲8人

Ｓ
上下水道事業の組織統合

‐

Ｈ２２完了
〔評価の対象から除外〕

施設・管路等の適切な維持管理

A

消防署等と連携した消火栓の適切な維 出水不良箇所６基のうち４基の改良工事を実施し機
持管理
能確保、残る２基は25年度施工予定

A

環境負荷低減効果が認められる資材の 浄水施設等の長期修繕計画（素案）策定に向けた取
調達、建設機械の使用
り組み

11

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

NO.

中期経営計画主要施策

評価

水道GLP、水質検査計画に基づく
水質管理体制の強化
12

計画目標

Ｈ24実績値

A 適切な浄水処理の確立

水道ＧＬＰ対象検査として、水道法第１３条、第１８条
に基づく検査を実施

A 水質管理の共同化

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
予定区域の鉛管解消事業を計画どおり完了

Ａ
水質管理の共同化

13 鉛管解消の推進

Ａ

A 鉛管解消事業の推進

14 小規模貯水槽の点検

Ａ

A

点検の結果、水質異常などはなかったが、申請がな
水質異常を来している小規模貯水槽件
く直結給水へ変更している施設が8件あったため、貯
数
水槽の適正利用について助言・指導を実施

15 料金体系のあり方の検討

Ｓ

S

今後の経営状況を踏まえ、料金体系の 平成25年10月から、水道料金区分の変更、平均約
あり方を検討
5％の減額となる改定を行う条例改正を実施

－

Ｈ２０完了
〔評価の対象から除外〕

窓口ｻｰﾋﾞｽ・料金支払の利便性の向上
16

Ａ
多様な収納方法の検討

17 直結給水の拡大

Ａ

広報・広聴機能の充実
18

A 直結給水の順次拡大

全給水世帯数に対する割合
８０%

A ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成・全戸配布

検針員によるﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ全戸配布

水道水について理解を得る取り組みを推 出前講座や各種イベント等で安全・安心な水道水の
進
ＰＲを実施

水道水によるPR活動の推進

A

民間委託等の拡大

A ｻｰﾋﾞｽ提供窓口業務等の委託拡大

水道保全課の土・日・祝日等日直業務の完全委託

施設整備の民間活力導入

A PFI導入等の可能性を調査・検討

PFI導入を検討する対象事業はなかったが、今後、施
設整備を実施する際は、PFI導入について、H24.4月策
定の「枚方市PFI検討の基本方針」に基づき調査・検討
を実施

市民等との協働による災害応援協力体
Ａ
制の確立

A

市民参加・協働による親しみのある
水道事業活動の展開

A 新たな市民参加手法の構築

広報アドバイザーの活動実績を検証した結果、設置
時の目的を達成

市民による水質検査の実施
対象市民の拡大

全２０配水系統２９人の水質モニターによる毎日検査
を実施

Ａ

21

市民公募による災害応援協力制度の構 地域自主防災組織との連携・協力体制の強化に向
築
け、自主防災訓練へ積極的に参加

Ａ
市民参加による水質検査

A

施設の省エネ対策の推進

A ＩＳＯ１４００１の継続的な取り組み

ＩＳＯ１４００１の目的・目標及び運用管理手順書に
沿った運用の実施

A 建設副産物等の再生利用の推進

使用済み粒状活性炭２７８トンをコークス原料として
再利用するため譲渡

A 積極的な環境保全要請活動の実施

積極的な環境保全要請活動の実施

22

Ａ
建設副産物等の再生利用の推進

23

クレジット収納の必要経費等について試算を行い、
他の水道事業体の実施状況を調査

Ａ

19

20

A 新たな収納方法の検討

各種関係団体との協力による
積極的な環境保全活動

Ａ

１．「水道ビジョン」基本施策総合評価
19年度

20年度

21年度

22年度

23年度

24年度

SS
S

0
0

0
2

0
3

0
2

0
2

0
4

A

21

20

20

20

20

19

B

2

1

0

1

1

0

C

0

0

0

0

0

0

計

23

23

23

23

23

23

２．「中期経営計画」主要施策評価
19年度

20年度

21年度

22年度

23年度

24年度

SS
S
A
B
C
小計
評価対象外

0
3
30
7
0
40
0

0
3
30
5
0
38
2

0
3
33
1
0
37
3

0
3
33
1
0
37
3

0
2
33
1
0
36
4

0
5
31
0
0
36
4

総計

40

40

40

40

40

40

基本施策評価表
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等の緊急事態に備え、災害対応マニュアルの更新・整備を図るとともに、防災訓練の実施など迅速
な対応が図れる危機管理体制を整備します。また、配水施設の事故等防止のため機械警備、人的巡視の強化・拡大を図
ります。
計画主要施策

危機管理体制の整備
1

計画主要施策の概要・取り組み目標

H24年度 実績（成果）

〔概要〕
平常時から自然災害など緊急事態に
危機管理マニュアルについて、よりわかり
備え、災害対応マニュアルの整備、定
易く、実用的なマニュアルとするため、図上
期的な応急給水訓練などを通じ、職員
訓練や水にごり事故等の反省点をふまえ改
の危機管理に対する意識を高め、機
定作業に取り組んだ。
動的に行動する体制の整備に努め、
緊急事態に備えます。

評価

Ｓ

〔目標〕
枚方市地域防災計画と整合を図り、災
給水車のポンプ運転、応急給水拠点の各
害対応マニュアルの更新・整備を図る
種器具の操作及びパック水製造機の運転
とともに、定期的な応急給水訓練等を
操作等の訓練を定期的に実施した。
実施します。なお、市民等を交えた訓
練等についても検討します。
定期的な応急給水訓練実施回数 H２０ １１回、H２１ １１回、H２２ １５回、H２３ １５回、H２４ １５回
市民等を交えた訓練等実施回数 H２０ ９回、H２１ ７回、H２２ ４回、H２３ ２回、H２４ ５回

〔概要〕
給水対策本部の機能強化を図るととも
に、災害時に必要な資機材、飲料水な
どを確保し、平常時から応急給水対策
に取り組みます。
応急給水対策の推進
2

枚方市水道施設整備基本計画に基づい
て、市内の配水場などに緊急遮断弁を設置
し、大規模な地震時に応急給水対策に取り
組んでいる。

また、応急給水時に使用する給水袋・ポリタ
〔目標〕
ンクなどの災害用資機材を計画的に配備し
①給水対策本部の機能を強化するた た。
め、高度浄水処理施設に代替機能を
設けます。
②災害用資機材、飲用水などを計画
的に整えます。

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

Ｈ２０ 74.4個／千人、Ｈ２１

施設の警備体制の強化

〔概要〕
基幹施設である中宮浄水場をはじめ、
各取水・受水・配水施設については、
人的巡回警備のほか、一部の施設で
機械警備を行っています。今後さらに
警備体制を強化し、不法侵入の防止
など危機管理体制の強化に取り組み
ます。

Ｈ20 47／70箇所、H21 70／70箇所、H22 70／70箇所、H23 70／70箇所、H24 70／70箇所

3

108.2個／千人、Ｈ２２

109.6個／千人、H２３ 122.6個/千人、H２4 123.0個/千人

穂谷加圧ポンプ室を除く２２施設の機械警
備は完了しており、さらなる施設の警備体制
の強化をめざし、中宮浄水場高度処理施設
東側への機械警備センサーの増設を行うと
ともに 各施設への人的巡視にも取り組ん
だ。

〔目標〕
日常の警備については、機械警備、人
緊急時に対応できるよう、危機管理行動指
的巡視の強化・拡大を図ります。
針等に基づく警戒配備を実施した。
なお、緊急時は、応急給水マニュアル
等に基づき、職員による警戒配備を実
施します。
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

A

H２１ ２２／２３施設、H２２ ２２／２３施設、Ｈ２３ ２２/２３施設、Ｈ２４ ２２/２３施設
H２１ ９，９２１箇所、H２２ １０，６９５箇所、Ｈ２３ １１,３６２箇所、Ｈ２４ １１,２９９箇所

A

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を図上訓練や実際の水濁り事故などの反省点等を踏まえ、よりわ
かり易く、実用的な内容に改訂（158項目）するとともに、定期的な応急給水訓練は、15回実施することができ、目標の3回を
上回る達成ができたことから評価をＳとした。
「応急給水対策の推進」について、計画的に災害用備蓄品や資機材の整備に取り組むとともに、配備済み給水バルーン
の機能確認のため点検を実施した。
「施設の警備体制の強化」について、穂谷加圧ポンプ室を除く２２施設の機械警備は完了しており、さらなる施設の警備
体制の強化をめざし、高度浄水処理施設東側フェンスの設置を行った。また、場外施設巡回については効率的・効果的に
行い、継続して警備体制の向上に取り組んだ。
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。

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、本年度も引き続き、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。
なお、窓口業務等受託事業者には、事業者の応援業務として、応急給水のほか、災害に関する広報や電話対応につい
ても応援を求めることが可能となっており、図上訓練等を合同で実施することにより、災害時に備え連携を図る。
「応急給水対策の推進」については、引き続き、計画的な災害用備蓄品や資機材の整備に取り組むとともに、給水バルー
ンの維持管理に努める。
「施設の警備体制の強化」については、引き続き、機械警備を補完するため、フェンスの設置・補修及び人的巡視に取り
組む。
また、施設等への侵入者防止策として注意喚起掲示物を設置するとともに、高度浄水処理施設東側の機械警備の設置
に向けた検討を行っていく。

★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

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 水道施設危機管理事業

現状のまま継続

浄水課

基本施策評価表
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 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設置をすすめます。
計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

〔概要〕
応急給水拠点の整備は、災害発生直
後の応急給水のための重要な施策で
あり、緊急遮断弁を設置するなど、基
幹的な配水施設を優先に、災害時に
数日分を確保できる応急給水拠点の
整備をすすめます。
また、大阪府が設置している「あんし
ん給水栓」を参考に、その他緊急対応
設備として緊急給水設備の設置の可
応急給水拠点・緊急対応設 能性を検討します。
備の整備
〔目標〕
1
地震など災害発生から6日間、全市民
が最低限給水できる応急給水量の確
保をめざし、基幹的配水施設を優先
に、また、各配水施設の緊急遮断弁の
設置条件を把握した上、順次応急給
水拠点を整備します。
また、水道施設、送水管に緊急給水
栓の設置の可能性を検討し、可能な
箇所に順次設置します。
応急給水拠点整備箇所数
緊急給水栓設置数

基本施策 総合評価

H24年度 実績（成果）

①春日受水場について
・春日受水場更新工事（機械・電気）
を平成23年10月から着手、現在工事
中
・春日受水場更新工事（土木）を平成
24年1月から着手、現在工事中

評価

A

②鷹塚山配水場について
・平成24年度鷹塚山配水場測量委託
実施済

H２０ 受配水場：９施設１１箇所、緊急貯水槽：３箇所

H２１ 受配水場：９施設１１箇所、緊急貯水槽：３箇所

H22、23、24 受配水場：10施設12箇所、緊急貯水槽：3箇所
H20 10箇所、H21 10箇所、H22 11箇所、Ｈ23 11箇所、Ｈ24 11箇所

A

評価結果の説明等
春日受水場更新工事においては、平成２６年完成に向けて工事が予定どおり進捗している。また、鷹塚山配水場にお
いても、用地買収に向け用地測量が完了した。これらのことから、計画どおり取り組み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

①春日受水場の今後の予定：H23～26.更新・緊急遮断弁設置工事
②鷹塚山配水場の今後の予定：H25.用地買収、H26.実施設計、H27～29.耐震補強・緊急遮断弁設置工事
③津田低区配水場の今後の予定：H25基本設計委託、H27.測量委託、H28.用地買収、H29.実施設計、H30～31.耐
震補強・緊急遮断弁設置工事
④北山配水場の今後の予定：H28緊急遮断弁設置工事
⑤妙見山配水池の今後の予定：H30基本設計、H31実施設計、H32～33耐震補強工事・緊急遮断弁設置工事
⑥尊延寺配水場の今後の予定：H32基本設計、H33実施設計
⑦楠葉配水場の今後の予定：H32基本設計、H33実施設計

★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 水道施設危機管理事業

今後の方向性
現状のまま継続

2 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
浄水課
上下水道経営課

基本施策評価表
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 送水ルートの強化

基本施策目標
市内北部、中部、中東部地域における送水ルート強化を目的として、中宮浄水場から春日受水場間の既設送水管を
利用した水源の二重化改良事業を推進します。また、中宮浄水場と田口山配水場を結ぶ基幹送水管のバックアップ管
の整備を推進します。
計画主要施策

1 水源の二重化

計画主要施策の概要・取り組み目標

評価

〔概要〕
中宮浄水場の給水機能が停止した
場合のバックアップ機能として、中宮浄
水場から市北部、中部、中東部（一部）
地域への送水機能を構築し、一層の
安定給水を実現します。
H１９完了
〔Ｈ２０実績経営評価以降、評価の対
〔目標〕
象から除外〕
中宮浄水場から春日受水場間の口
径700㎜の送水管を利用し、大阪府営
水道より中宮浄水場で受水し、市北部
地域に給水できる改良事業に取り組
みます。

〔概要〕
老朽化した中宮浄水場から田口山配
水場の送水管に代わる新たなルート
の整備に取り組み、バックアップ体制
送水ルートのバックアップ機
の構築を図ります。
2
能の強化
〔目標〕
中宮浄水場から田口山配水場間に新
たに送水ルートを新設します。

基本施策 総合評価

H24年度 実績（成果）

中宮浄水場～田口山配水場間口径
900mm送水管布設については、平成
25年3月15日にすべての工事が完成
した。

―

A

A

評価結果の説明等

送水ルートのバックアップ体制の構築に向け、事業を完成する事が出来た。
「送水ルートのバックアップ機能の強化」について、取り組み目標を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

今後は、新設送水管の洗管作業や水運用の協議を関係課と進めた上で平成25年度内に供用開始する。また老朽化
している既設送水管の管更生手法について、平成25年度に基本設計委託を発注、具体的手法の検討に着手する。

★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

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 送配水管整備事業

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
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 施設・管網の耐震性の向上

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

H24年度 実績（成果）

評価

①春日受水場について
・春日受水場更新工事（機械・電気）を平成23
年10月から着手、現在工事中。
・春日受水場更新工事（土木）を平成24年1月
から着手、現在工事中。

1

〔概要〕
既存の浄水・配水施設については、耐
震診断の結果に基づき、耐震性が確
保されていない施設については、計画 ②管理棟・水質試験棟更新工事について
・25年度の工事発注に向け引き続き実施設計を
浄水・配水施設の耐震強化 的に耐震補強に取り組みます。
おこなっている。
〔目標〕
施設の重要度、緊急性を踏まえ、施設
の更新、耐震補強を実施します。

A

・管理棟・水質試験棟更新工事（機械設備移設
工事）は4月に発注済。
・管理棟・水質試験棟更新工事（電気設備移設
工事）は4月に発注済。
③鷹塚山配水場について
・平成24年度鷹塚山配水場測量委託実施済。

配水池耐震施設率

Ｈ２０ ３１．６％

Ｈ２１ ４４．１％

Ｈ２２ ４４．１％

Ｈ２３ ４４．１％

H２４ ４４．２％

〔概要〕
耐震化が必要な管路（送・配水管）は、
老朽化した管路の更新にあわせ、順 ２４年度 耐震管布設１３，９０３ｍ
次耐震化をすすめます。
管路の計画的・効率的な耐
耐震管の布設延長は、計画目標値
2 震化
〔目標〕
である年間約１０ｋｍを超える整備を行
老朽化した管路の更新とあわせ、計画 う事が出来た。
的・効率的に更新事業をすすめ、耐震
化の推進に取り組みます。
管路の耐震化率

基本施策 総合評価

H２０ １３．２％

H２１ １４．３％

H２２ １５．１％

H２３ １５．９％

Ｓ

H２４ １７．１％

Ｓ

評価結果の説明等
「浄水・配水施設の耐震強化」について、平成２４年度は完了した工事がなかったが、廃止した配水池があったため耐
震施設率が若干増加した。なお、春日受水場更新工事を継続して行っており、さらに、中宮浄水場管理棟・水質試験棟
実施設計委託を発注した。
当該主要施策については、概ね取り組み目標を達成することができたことから評価をAとした。
「管路の計画的・効率的な耐震化」について、整備工事や更新工事、移設依頼工事等により、配水管の耐震化を実施
した結果、計画目標の年間約１０ｋｍを上回る約14kmを布設し、管路の耐震化率は対前年比１．２ポイント増の１７．１％
とすることができた。
当該主要施策については、目標を上回る達成ができたことから評価をＳとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針
「浄水・配水施設の耐震強化」について、基幹配水場・重要配水拠点から応急給水拠点の整備を柱に、計画的に耐震
化に取り組む。
「管路の計画的・効率的な耐震化」について、本市の基幹管路の耐震化率は平成２４年度末で２８．３％、平成２３年度
末現在の全国平均は１９．４％となっている。また、平成２４年度より口径50mm配水管についても耐震性のあるPE管を採
用しており、今後も引き続き施設整備基本計画に基づき、管路の計画的・効率的な耐震化に取り組む。

★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 水道施設更新・改良・耐震事業

現状のまま継続

浄水課

2 水道部事業計画・進行管理事務

現状のまま継続

上下水道経営課

3 送配水管整備事業

現状のまま継続

水道工務課

基本施策評価表
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

5 水道技術の継承

基本施策目標
専門的知識・技術力等の継承を図るため、継続的に養成・訓練に取り組むとともに、危機管理等非常事態に迅速かつ
的確に判断できる技術・能力の向上に取り組みます。
計画主要施策

1

教育・訓練環境の整備

職員資格取得度

計画主要施策の概要・取り組み目標

H24年度 実績（成果）
評価
ジョブローテーション、職員の退職を
見据えた業務に必要な資格の取得、
〔概要〕
講習及び研修の積極的な参加により、
住民ニーズの多様化・高度化、危機管 知識や技術の向上に努めた。
理意識の高揚、IT技術の進展にともな
い、迅速な判断・確実な処置を行える 〔取得した主な資格等〕
技術・知識の習得のため、教育訓練を ・高所作業車運転特別講習
・建設機械運転特別教育
受ける機会を設けます。
〔目標〕
①OJT（職場研修）を中心に、自主的な
教育訓練を推進します。
②OFFJT（外部研修）については、業
務との関係を精査し、研修に参加でき
る環境を整えます。
③他団体・他業務間の職員交流を行
い、職員の能力開発を推進します。
④資格取得を義務づけた専門技術を
要する業務では、その重要度に応じ、
職員の資格取得を促進します。
Ｈ21 1.98件／人、 Ｈ22

技術の継承

民間資格取得度

基本施策 総合評価

〔目標〕
①専門的技術・知識を要する業務は、
日常業務を通じ、職員間での育成・訓
練を行うほか、業務に必要な資格取得
をすすめ、技術の継承を図ります。
②請負業務、委託業務については、管
理監督マニュアルの作成及び請負業
者へのマニュアルの内容の徹底を図
り、リスク管理を推進します。

・水道衛生技術研究会
・市町村水道水質共同検査研究会
・日本水道協会関西支部研究発表会
・大阪広域水道技術発表会
・大阪府水道水質検査外部精度管理結果報告
会
・厚生労働省水道水質検査精度管理に関する
研修会 他

2.93件／人、 Ｈ2４ 3.02件／人

業務の円滑な執行を図るため、職員
の段階的な育成に配慮した事務分担
に取り組むとともに、個人が持つ知識
や情報を組織全体で共有し、有効活
用を図り対応手順や専門知識の蓄積
を行った。
Ａ
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、事
故により起こった問題を調査研究し、
今後の対応策としてマニュアル化を図
り、職場会議などを利用し、情報の共
有化に取り組んだ。

Ｈ21 ０件／人、 Ｈ22 ０件／人、 Ｈ23 ０件／人、 Ｈ2４ ０件／人

Ａ

Ａ

〔参加研修会等〕

2.64件／人、 Ｈ23

〔概要〕
専門技術を要する職員の退職、IT技術
の進展に対応できる業務能力の向上
及び民間委託の拡大に伴う管理監督
責任に対応するため、技術の継承を通
じ、職員の意識・技術向上に取り組み
ます。また、請負業者等に対しても、リ
スク管理の観点から積極的に指導・助
言を行います。
2

・小型移動式クレーン運転技能講習
・玉掛け技能講習
・フォークリフト運転特別教育
・危険物取扱者保安講習
・特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講
習 他

評価結果の説明等
「教育・訓練環境の整備」については、内部研修や外部研修の積極的な活用により、技能や知識の向上に努めた。ま
た、専門的技術力が発揮できる体制の確立をめざし、資格取得及び教育訓練を促進した。
｢技術の継承」については、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、突発事故等に係る問題点を民間会
社や専門機関を通じて調査研究し、今後の事故や不測の事態に備えて対応策のマニュアル化を図り、定例ミーティン
グを利用して事故事例や対策方法の共有化を図った。
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
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

「教育・訓練環境の整備」については、今後も職場内部で日常業務研修を中心に基礎力の向上に取り組む。また、より
高い技術力を習得するために外部研修にも積極的な参加を行い、業務に必要な資格取得を進め、知識や技術の向上
に努める。
｢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。今後もナ
レッジマネジメントを浸透させることにより、個人だけでなく組織全体の能力向上と、業務の改善や処理能力のスピード
アップを実現して行く。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。

★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 給水装置審査管理業務

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 送配水管整備事業

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 導・送・配・給水管維持管理事業

手段を改善する

水道保全課

7 水道保全事業

手段を改善する

水道保全課

基本施策評価表
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

6 広域連携による災害・事故対策の推進

基本施策目標
地震等大規模災害に備え、他事業体等との相互応援協力体制を構築するとともに、地下空間を共有する電気・ガス
等ライフライン管理者との連絡調整を密にすることにより、危機管理体制の構築を図ります。
計画主要施策

関係事業体間の相互応援
1 協力体制の拡充

計画主要施策の概要・取り組み目標

H24年度 実績（成果）

〔概要〕
大規模災害に対し、相互に応援協力
体制がとれる仕組みが必要です。この
ため、関係事業体及び水源管理者間
大阪広域水道企業団が主催する新
で相互応援協力体制（協定等）の拡充
アクアネットを活用した府・市町村共同
を図るほか、情報・通信、災害を想定し
の大規模災害・事故に対する訓練に
た定期的な共同訓練の実施について、
参加した。
要請します。

評価

A

淀川水質協議会、淀川水質汚濁防
〔目標〕
止連絡協議会及び村野浄水場と連携
・日本水道協会、他水道事業体及び水
し、水源事故に関する情報交換を行っ
源管理者等との相互応援協力体制を
た。
構築します。
・関係事業体共同による防災訓練の実
施を要請します。

関係事業体共同防災訓練実施回数 H２０：１回、H２１：１回、H２２：１回、H２３：１回、H２４：１回

〔概要〕
道路等地下空間を利用するライフライ
ン事業者には、電気、ガス、通信、下
水道及び水道事業者等があり、限られ
た地下空間を利用することから、各施
設が輻輳することもあります。このた
ライフライン事業者間のリス め、非常事態を想定し、各事業者間の
2
ク管理の連携
リスク管理上の協議調整をすすめま
す。

他事業者等の水道管近接工事につ
いて、立会・マーキング・試験掘立会・
現場調査を合計1,481件実施したこと
により水道事故を未然に防ぐことがで
きた。

平成24年度は、地下埋設物連絡協
議会に合計5回参加し、関係機関と協
議調整を行った。
〔目標〕
また、電気、ガスなどの他事業者との
既存の連絡調整機会を活用するなど、 工事情報の交換及び工事間の調整を
電気、ガス等ライフライン管理者と積極 実施した。
的に連携を行います。

基本施策 総合評価

A

A

評価結果の説明等

「関係事業体間の相互応援協力体制の拡充」について、大阪府と連携した災害訓練に積極的に参加した。
また、水源・水質事故対応に関しては、迅速な状況把握・対策等が求められることから、関係機関等と連携し、水源事
故に関する情報交換（平成24年度水源事故情報件数16）を行った。
「ライフライン事業者間のリスク管理の連携」について、国道、府道及び市道の各道路管理者主催の地下埋設物連絡
協議会に参加し、電気・ガス等の各事業者との工事情報の交換及び工事間の協議・調整を実施するとともに、必要に応
じて現場調査や立会を実施し、損傷事故等にかかるリスク管理に積極的に取り組んだ。
以上２件の計画主要施策について、概ね取り組み目標を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
「関係事業体間の相互応援協力体制の拡充」について、引き続き、府や関係事業体の開催する大規模災害・事故に
対する訓練に積極的に参加するとともに、水源・水質事故については、淀川水質協議会、淀川水質汚濁防止連絡協議
会及び大阪広域水道企業団村野浄水場と連携を図り水道水への影響を最小限に抑える。
他事業者等との水道管埋設位置の立会について、近隣の立会業務を同日に実施するなど、効率的な手法を検討して
いく。
また、工事を他事業者と競合して行う場合などは、舗装復旧費用の按分を行い効率的な整備を進める。
「ライフライン事業者間のリスク管理の連携」については、今後も地下埋設物連絡協議会に参加し、工事箇所・規模・
時期などの情報交換及び協議を行う。また、他事業者の水道管近接工事については、その都度試験掘りや立会を求
め、事故防止に努めていく。

★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
1 送配水管整備事業

今後の方向性
現状のまま継続

所管部署
水道工務課

基本施策評価表
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 老朽化した浄水施設等の計画的・効率的な更新

基本施策目標
浄水・配水施設の劣化状況を的確に把握し、緊急度及びコスト比較等を考慮した上で更新・改良を決定するとともに、
耐震化とセットで事業を実施するなど効果的・効率的に事業を推進します。
計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

〔概要〕
浄水・配水施設の半数以上が開設後
30年以上経過しており、老朽化がすす
んでいます。このため、現状の劣化状
況の把握、工事コスト比較など事前事
業評価を行い、効果的・効率的に事業
を推進します。なお、耐震化が必要な
浄水施設・配水施設の計画
事業は、耐震化とセットで事業を実施
的・効率的な更新・改良
します。
1
〔目標〕
浄水・配水施設の耐震補強とあわせ、
「枚方市水道施設整備基本計画」に基
づき、計画的に更新・改良事業を実施
します。
浄水・配水施設の耐震補強工事実施数

基本施策 総合評価

H24年度 実績（成果）

評価

＜24年度工事実績＞
・田口山配水場電気計装設備更新工
事
・北山配水場流量計更新工事
・中宮浄水場水質計器更新工事
・大池直送加圧ポンプ棟築造及びポ
ンプ設備工事 等

A

＜24年度実施設計委託実績＞
・春日受水場更新工事に係る実施設
計
・中宮浄水場管理棟・水質試験棟の
更新に係る実施設計

Ｈ２０ 該当施設なし Ｈ２１ １施設（田口山配水場） Ｈ２２
当なし

該当施設なし Ｈ２３ 該当なし Ｈ２４ 該

A

評価結果の説明等
田口山配水場電気計装設備更新工事、北山配水場流量計更新工事、中宮浄水場水質計器更新工事、大池直送加
圧ポンプ棟築造及びポンプ設備工事等を行った。
浄水施設・配水施設の更新・改良については、 春日受水場更新工事及び新管理棟・水質試験棟実施設計（継続
中）を行った。また耐用年数や現状の動作状況を点検・確認しつつ、優先度を考慮して更新・改良を行い、水道水の安
定供給に繋げることができた。
浄水施設・配水施設の計画的・効率的な更新・改良について、耐用年数等を考慮し、工事等に取り組んだ結果、概ね
取り組み目標を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
長期修繕・更新計画により薬注制御盤等更新工事、1系原水流量計更新工事、磯島無停電電源装置更新工事、市内
水質計器設置工事等に取り組んでいく。
なお、水道水の安全・安心・安定供給に欠かせない施設の機器等については、長期修繕・更新計画をもとに今後も計
画的・効率的な更新・改良に取り組んでいく。
中宮浄水場の更新については、今後方針決裁にて方向性を決める。

★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
1 水道施設更新・改良・耐震事業

今後の方向性
現状のまま継続

2 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
浄水課
上下水道経営課

基本施策評価表
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 管路（導・送・配水管）の老朽化対策の推進

基本施策目標
老朽化した導・送・配水管の事故等を未然に防止するため、計画的・効率的に更新をすすめ安全で安定的な給水を確
保します。
計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

H24年度 実績（成果）

評価

〔概要〕
送水管、配水管についても、老朽化が
すすんでいます。このため、耐震化と
あわせ、老朽化した管路の整備をすす ２４年度更新延長 １５，０４６m
めます。
管路の計画的・効率的な更
管路の更新は、計画目標値である年
新
〔目標〕
間約１０ｋｍを超える整備を行うことが
1
管路（送・配水管）の計画的・効率的な できた。
耐震化とあわせ、「枚方市水道施設整
備基本計画」に基づき、老朽管の更新
に取り組みます。

管路の更新施工延長

Ｈ２０ １８，０４８ｍ

Ｈ２１ １２，２３４ｍ

経年化管路率

Ｈ２０

９．１％

Ｈ２１ １１．１％

Ｈ２２ １６．０％

管路の耐震化率

Ｈ２０ １３．２％

Ｈ２１ １４．３％

Ｈ２２ １５．１％

基本施策 総合評価

Ｈ２２ １１，２０４ｍ

Ｓ

Ｈ２３ １０，７８３ｍ Ｈ２４ １５，０４６ｍ
Ｈ２３ １６．１％
Ｈ２３ １５．９％

Ｈ２４ １７．６％
Ｈ２４ １７．１％

Ｓ

評価結果の説明等
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事業に取り組んだ結果、計画目標の年間約１０ｋ
ｍを上回る約15kmを達成する事ができた。
また、消火栓放水調査の結果などから、４箇所で異形管・消火栓等の改良工事、消火用水の確保及び水道設備の機
能回復や水質を維持するための改良工事を実施した。
以上の取り組みの結果、取り組み目標を上回る達成ができたことから評価をＳとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針
布設後４０年以上経過した管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
と共に進めていく。
今後も引き続き、老朽化した管路の整備を進め、計画目標の達成に向け取り組んでいく。
また、消火栓放水調査、市民等からの赤水・出水不良などの情報に基づき、建設改良事業計画等の調整を図りつつ、
効率的な改良工事に取り組んでいく。

★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
1 導・送・配・給水管維持管理事業

今後の方向性

改善

2 水道部事業計画決定・進行管理事務 現状のまま継続
3 送配水管整備事業

現状のまま継続

所管部署
水道保全課
上下水道経営課
水道工務課

基本施策評価表
水道ビジョン基本方向

Ⅱ 安定的な給水の確保

基本施策

9 持続可能な経営の推進

基本施策目標
水道施設・管路整備の更新・改良を迎え、事業費の平準化に取り組むとともに、地方公営企業として経済性・効率性
等を重視した経営を推進し、経営基盤の強化を図ります。
計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

H24年度 実績（成果）

評価

継続的な経営改革

〔概要〕
今後、水道施設・管路の整備の更新・
改良を迎えるため、事業費の平準化を
基本に事業に取り組みます。
特に地方公営企業として公共性の保
持と経営責任を基本に、経済性、有効
性、効率性を重視した経営を推進し、
経営基盤の強化を図ります。
引き続き、水道ビジョン等に基づく事
未利用地については、売却、有効利用 業執行に努めた。
の検討に取り組みます。
収入、支出等上下水道両事業会計
〔目標〕
の資金計画を勘案しながら、金融機関
①建設改良事業については、中期経 に対し大口定期預金等の引き合いを
営計画期間内においては、平均約30 実施し、より効果的な資金運用に取り
億円／年を基本に事業を推進します。 組んだ。
②費用対効果の観点から業務の内容
を的確にチェックし、効率的に業務を行
います。
③すべての未利用地を対象に、立地
の現状と企業経営の観点から売却、
他の用途への転用の可能性を検討
し、有効活用を行います。

建設改良費の推移

H２０ 19億6,955万円、 H２１ 26億5,564万円、 H２２ 21億7,099万円、
H２３ 22億2,215万円、H24 35億５,６５４万３千円

純利益の推移

H２０ 8億1,903万円、 H２１ 8億216万円、 H２２ 7億6,064万円、H２３ 5億9,758万円、
H２４ ５億6,446万円

1

企業債残高の縮減
2

〔概要〕
建設改良事業は、主に企業債を財源
に充て事業を執行しています。今後、
施設の更新・改良の増大に対し、企業
債への過度の依存を避けるため、企業
債と企業債償還金のプライマリーバラ
ンスの黒字の維持をめざし経営をすす
めます。

琵琶湖総合開発にかかる割賦負担
金について、平成25年度において、定
期償還後の未償還残高の1/3である
4,362万円（税抜き）を繰上げ償還でき
るよう要望した。
また、平成24年度においては、同負
担金の5,700万円（税抜き）の繰上げ
償還を実施した。

〔目標〕
企業債全体では、償還額約13億
企業債と企業債償還金のプライマリー
4,447万円に対し、新規発行を13億円
バランスの黒字の維持に努め、企業債
とし、企業債残高の縮減に取り組ん
残高の縮減に向け、継続的に取り組み
だ。
ます。
企業債等残高の縮減

H２０ ▲20億7,619万円、 H２１ ▲2億1,207万円、 H２２ ▲5億2,782万円
H２３ ▲5億3,121万円、 H２４ ▲１億8,723万円

A

Ａ

〔概要〕
事業の進捗管理、事業効果の点検・改
善のため、積極的に水道事業ガイドラ
インの導入を推進します。
3

H１９完了
水道事業ガイドラインを活
〔H２０実績経営評価以降、評価の対
〔目標〕
用した経営分析手法の構築
水道事業ガイドラインを踏まえ、「枚方 象から除外〕
市水道ビジョン」、「枚方市水道施設整
備基本計画」及び本中期経営計画の
進行管理を目的に、経営分析手法を
構築します。
〔概要〕
構築した経営分析手法を用い、水道事
業の「経営評価」を実施し、公表しま
す。「経営評価」に際し、局内評価とと
もに、有識者・市民で構成する「枚方市
水道事業経営委員会」を設置し、経営
評価に取り組みます

4 経営評価システムの構築

基本施策 総合評価

〔目標〕
水道局による自己評価の実施、「枚方
市水道事業経営委員会」を設置し、2
段階による評価・改善の仕組みを構築
し、経営の充実を図ります。
毎年度「経営評価」結果を公表し、広く
市民に意見を求めます。（中期経営期
間内に、評価システムの検証を行いま
す。）

上下水道組織の統合に伴い、「枚方
市水道事業経営委員会」を「枚方市上
下水道経営委員会」に改め設置して
いる。
平成24年度においては、4回の経営
委員会を開催し、平成２３年度経営評
価に係る案件の他、上下水道ビジョン
の策定等を案件とし意見を得た。

―

A

＜開催状況＞
７／３１ 第１回経営委員会
１０／ ３ 第２回経営委員会
１１／１４ 第３回経営委員会（意見受
理）
３／２８ 第４回経営委員会

Ａ

評価結果の説明等
「継続的な経営改革」について、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、資金運用について、収入・支出等資金計画を勘案しながら、金融機関に対する引き合いを実施するとともに、
下水道事業会計へ簡保資金の繰上げ償還を行う財源として3億3,160万円、営業運転資金として8億5千万円の長期貸
し付けを行った他、一時貸付金として約4億2,012万円を繰替え運用し、上下水道事業両会計にとって効果的な資金運
用に努めた。
「企業債残高の縮減」について、昨年度に引き続き、琵琶湖総合開発にかかる割賦負担金５，７００万円（税抜き）の繰
上げ償還を実施した。また、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。
「経営評価システムの構築」について、平成24年度4回の経営委員会を開催し、平成23年度実績による経営評価の
他、上下水道ビジョン・各種計画の策定について調査審議のうえ意見を受けた。
以上３件の計画主要施策について、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
「継続的な経営改革」について、新たに策定した上下水道ビジョン、水道施設整備計画、水道事業中期経営計画、下
水道経営計画に基づき事業執行を行う。また、資金運用について、引き続き、金融機関に対する大口定期預金等の引
き合いを実施し効果的な運用に努めるとともに、上下水道事業両会計にとってより効果的な資金運用を図る。
「企業債残高の縮減」について、引き続き、琵琶湖総合開発にかかる割賦負担金の繰上げ償還の要望を行うとともに、
補てん財源及び既存施設の更新や送水ルートの強化等の事業執行状況を見据えたうえで、企業債発行の抑制に取り
組む。
「経営評価システムの構築」について、上下水道ビジョン、経営計画等策定に伴い、上下水道事業全般の経営評価を
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

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
水道ビジョン基本方向

Ⅱ 安定的な給水の確保

基本施策

10 スリムで効率的な執行体制の構築

基本施策目標
退職不補充を基本に「枚方市構造改革アクションプラン」に即し、人員の削減に取り組みます。また、業務の効率化
等をめざし下水道事業との組織統合に向けた検討を進めます。

計画主要施策

職員定員管理の適正化
1

４月１日時点の正職員数

2 上下水道事業の組織統合

基本施策 総合評価

計画主要施策の概要・取り組み目標
〔概要〕
経営の効率化を図るため、人員削減に
取り組んできました。今後も、安定的な
経営をめざしスリムで効率的な執行体
制を構築するため、職員の定員管理
の適正化に向け、職員の削減に取り組
みます。

H24年度 実績（成果）

退職不補充を基本に、「枚方市構造
改革アクションプラン」に即し、人員削
減に取り組んだ結果、 平成２１年４月
に４年前倒しで目標正職員数１３１人
を達成した。
また、平成23年4月の上下水道組織
〔目標〕
統合後も、業務の効率化を図りつつ人
退職不補充を基本に、「枚方市構造改 員削減を行い、上下水道局において、
革アクションプラン」に即し、人員の削 平成24年4月1日現在で前年度4月1
減に取り組みます。なお、専門性を要 日現在と比較して17人の人員削減を
求される業務については、セーフティ 行った。
ネットに配慮した職員配置の適正化に
取り組みます。
H20
H24

133人、H21 128人、H22
119人（上下212人）

121人（上下237人）、H23

評価

Ｓ

126人（上下229人）、

〔概要〕
お客さま重視によるサービスの向上、
経営の効率化、組織のスリム化等を目
的として、下水道事業との組織統合に 平成22年度末に組織統合に向けた
向けた検討を進めます。
手続きを完了。
平成23年4月から上下水道局を発足
〔目標〕
し、事業開始。
今後、下水道も従来の施設整備中心 （平成23年度実績経営評価以降、評
から維持管理業務に移行していくこと 価の対象から除外）
が予想されるため、業務の効率化等を
めざし、下水道事業との組織統合に向
けた検討を進めます。

―

Ｓ

評価結果の説明等
「職員定員管理の適正化」について、平成２１年４月時点で既に目標職員数を達成しているほか、職員配置の適正化
について、取り組みを進めた。
また、上下水道組織統合後も、業務の効率化を図りつつ人員削減を行い、上下水道局において、平成24年4月1日現
在で前年度4月1日現在と比較して17人の人員削減を行った。
「職員定員管理の適正化」については、既に目標を上回る正職員数を達成していることから評価をＳとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

水道事業にとっての重要課題である技術の継承について、職員のスキル向上や職員相互間のバックアップ等で対応
しているが、今後も水道事業のあり方や下水道事業との連携等の観点を踏まえつつ、引き続き、職員定員管理の適正
化に取り組んでいく。
また、現在は、水道、下水道事業の執務部署が分かれて存在しているが、平成27年度の上下水道局庁舎の完成によ
る執務部署の統合に合わせて、水道事業、下水道事業を総合的に捉え、更なる業務の効率化を図るため、上下水道組
織の再編に向けて検討、課題整理などに取り組んでいく。

★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 上下水道局職員管理事務

改善

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

基本施策評価表
水道ビジョン基本方向

Ⅱ 安定的な給水の確保

基本施策

11 効率的な維持管理の推進

基本施策目標
水道施設・管路の現状を把握し、適切な維持管理を推進します。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

計画主要施策の概要・取り組み目標

〔概要〕
適切な維持管理は、危機管理への対
応、施設・管路の現状把握など、安定
的に給水する上で重要であり、「水道
施設情報管理システム」（マッピングシ
ステム 平成16年２月供用開始）を活
用し、水道施設情報の一元管理を図
り、効率的かつ適正な維持管理を行い
ます。
また、消火栓の維持管理は、市防災
施設・管路等の適切な維持
部署及び消防署と協力し、適切な維持
1 管理
管理に努めます。

H24年度 実績（成果）

窓口業務の効率化を目指し、マッピ
ングシステムと給水受付システムとの
統合及び更新業務の見直しを図っ
た。

消防署等と協力して、６地区53基の
消火栓で放水調査を実施し、機能点
検した結果、６基の出水不良を確認し
〔目標〕
た。うち４基は改良工事を行い機能確
①「水道施設情報管理システム」を活 保に努めた。残る２基については２５年
用し、施設・管路の合理的な維持管理 度に施工予定。
のためのデータベースを構築し、適切
な維持管理を行います。
②消防署等と協力し、消火栓の点検・
管理に取り組みます。

放水調査箇所数

評価

A

実績：H２１ ５地区・３１基、Ｈ２２ ７地区２７基、Ｈ２３ ６地区４１基 H２４ ６地区 ５３基

〔概要〕
施設・機器の整備から廃棄までのライ
フサイクルを通じたコスト低減は、経費
の削減、省資源・省エネルギー化及び
環境調和につながるため、導入可能施
設の検討、購入時の機器・設備の選択
に取り組みます。
ライフサイクルコストの低減に配慮し
ライフサイクルコストの低減
〔目標〕
た施設整備等について、浄水施設等
2 に配慮した施設整備、機
①施設の新設・更新の際は、耐久性の の長期修繕計画（素案）策定に向け取
器・設備の購入
優れた材料等の採用を検討し、ライフ り組んだ。
サイクルコストの低減に努めます。
②機器・設備の購入に際しては、イニ
シャルコスト、ランニングコスト双方か
ら検討し購入に努めます。
③建設改良工事実施の際は、環境負
荷低減効果が認められる資材の調達
や建設機械の使用を促進します。

基本施策 総合評価

A

A

評価結果の説明等

窓口業務の効率化向上を目指し、給水申請の受付情報を格納している給水受付システムと、地理情報を格納している
マッピングシステムの統合を図り、給水申請受付の進捗状況の共有化を行った。
消火栓の維持管理について、消防署と6地区（田口山１丁目、藤阪西町、招提南町3丁目、招提田近1・2丁目、招提
田近2丁目、片鉾本町）53基の消火栓で放水調査を実施して機能点検を行った。結果、６基について出水不良を確認し
たことから、消防活動に支障をきたすことのないよう、４基については改良工事を実施した。残る２基については、平成２
５年度に施工する。
「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、平成３０年度を計画期間とした浄水
施設の長期修繕計画策定に向け、素案の再検討を行った。
以上３件の計画主要施策について、概ね中期経営計画に掲げた取り組み目標を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

「施設・管路等の適切な維持管理」について、災害等の緊急事態に即座に対応できるよう、引き続き、水道施設情報
管理システムのリアルタイム更新に向け取り組み、管網解析システムのさらなる活用を目指す。また、消火栓放水調査に
ついても、老朽管路にとどまらず消火栓の機能確認を行い、消防署と情報を共有化するとともに、消防活動に支障のあ
る消火栓については改良工事等、必要な処置を実施していく。
「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、施設・管路等の適切な維持管理に
向け、早期に浄水施設の長期修繕計画案の策定を図るべく、協議・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 導・送・配・給水管維持管理事業

改善

水道保全課

2 水道保全事業

改善

水道保全課

3 水道施設維持管理業務

現状のまま継続

浄水課

4 水道管路等管理事務

現状のまま継続

給水管理課

5 水質検査業務

現状のまま継続

浄水課

6 漏水調査事業

改善

7 水道部庁舎等施設維持管理業務

現状のまま継続

水道保全課
上下水道経営課

基本施策評価表
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

12 水質管理体制の強化

基本施策目標
良質な水道水供給のため、水道GLPに則った検査を実施し水質検査の精度及び信頼性の向上に努めます。また、単
独では困難な水質検査の実施など水質管理体制の強化・充実を図るため、府・府下団体と共同化について検討をす
すめます。
計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

〔概要〕
安心して飲める良質な水道水を供給
するため、水道GLPに則った検査体制
を実施し、水質検査の精度及び信頼
性の向上に努めます。また、水道水源
の監視及び水質保全の強化に取組む
一方、クリプトスポリジウム等の病原微
生物に対する水質管理体制の強化を
図ります。
検査計画は、水質管理に留意すべき
事項を勘案しながら、お客さまに対して
水道GLP、水質検査計画に 事業の透明性を図っていきます。
1 基づく水質管理体制の強化
〔目標〕
①安全性の高い水道水の供給に向け
て、給水系統毎の毎日検査等の拡大
を行います。
②水質保全の強化に向けて、水質管
理体制の更なる充実を図っていきま
す。
③お客さまへの水道水質の満足度を
高めていくため、適切な浄水処理の確
立を目指していきます。

毎日検査の測定地点数

2 水質管理の共同化

H24年度 実績（成果）

市内給水栓で実施する毎日検査を
充実させるため、市民２９名を公募によ
り募集し、配水系統毎の水質検査を
行った。
平成24年度水質検査計画に基づく
水質検査を実施し、検査結果をホーム
ページ等で公表し水道水の信頼性を
高めた。

A

日本水道協会が認証機関である水
道ＧＬＰの認証を受け、運用を行うこと
で水質管理体制の信頼性確保と検査
体制の充実を図った。

Ｈ２０ ２６地点、Ｈ２１ ２９地点、Ｈ２２ ２９地点、Ｈ２３ ２９地点、Ｈ２4 ２９地点

〔概要〕
現在、各事業体単独で実施している水
質検査等の共同化については、大阪
府等の大規模な水道事業体と連動し
た体制を確立する必要があり、共同化
のメリット・デメリットを十分に勘案しな
がら対応していきます。

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）へ委
託した。

淀川水質協議会・淀川水質汚濁防
〔目標〕
止連絡協議会と共同で水道原水であ
本市の今後の水質検査体制を見極め
る琵琶湖・淀川水系の水質汚濁につ
るとともに、他の水道事業体の動向を
いて継続的な監視を実施した。
注視しながら共同化に取り組んでいき
ます。

基本施策 総合評価

評価

A

A

評価結果の説明等

「水道GLP、水質検査計画に基づく水質管理体制の強化」について、水質検査計画に基づく水質検査は、水源保全
にかかる独自の水源監視・水質調査に加え、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
率的かつ効果的に行うことができた。
また、お客さまからの相談・苦情は年間を通じて85件あり、その都度相談者宅を訪問し迅速に対応するとともに、依頼
があれば水質検査を実施し、その結果に基づく説明を実施することで、水道水の信頼性の向上に繋げることができた。
特に、水道GLPは水質検査に係る技術のシステム管理を行うツールであり、水道法第１３条（給水開始前の水質検査）
に基づく水質検査、水道法第１８条（検査の請求）に基づく請求検査を実施し、水道水の信頼性を高めることができた。
「水質管理の共同化」について、水質検査の効率化を図るため大阪府市町村共同検査に農薬類の検査を依頼した。
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

水道水の品質と信頼性を確保するため、水質検査に係る品質管理体制を整え、精度管理及び内部監査を実施する。
また、外部及び他課依頼検査やお客さまからの相談・苦情等に対し迅速的な対応を目指すとともに、これまでの検査
結果や新たな課題に対応するため次年度水質検査計画を策定する。
水道水源である琵琶湖・淀川水系の監視を、参画する「淀川水質協議会」「淀川水質汚濁防止連絡協議会」を通じ他
事業体と共に実施する。

★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
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

13 鉛管解消の推進

基本施策目標

漏水防止と鉛対策等のため、鉛管早期解消に向け鉛管解消事業に取り組みます。

計画主要施策

鉛管解消の推進
1

計画主要施策の概要・取り組み目標

〔概要〕
各戸引き込みの鉛管については、その
解消に向け平成5年度から取替えに着
手し、18年度末見込みで約58％の鉛
鉛製給水管率
管解消を行いました。今後とも早期解
〔平成２４年度末実績 ２１．1％〕
消に向け取り組みます。
〔目標〕
「枚方市水道施設整備基本計画」に基
づき、計画的に鉛管解消を実施しま
す。
〔鉛管解消90%目標〕

鉛管解消率
鉛製給水管率

基本施策 総合評価

H24年度 実績（成果）

H２０ ６２．１％
H２０ ２６．９％

H２１ ６４．５％
H２１ ２５．１％

評価

A

予定区域の鉛管解消事業を計画ど
おり完了した。

H２２ ６６．８％
H２２ ２３．８％

H２３ ６８．５％
H２３ ２２．４％

H２４ ７０．２％
H２４ ２１．1％

A

評価結果の説明等

鉛製給水管解消件数は平成２３年度とほぼ同数であったが、水道施設整備基本計画に基づく予定区域の整備を行
い、鉛製給水管率を１．３ポイント向上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

「鉛管解消の推進」について、25年度からは、鉛管解消事業費を3箇年の継続費としており、より柔軟な対応を行い、
今後も引き続き、下水道工事や受託工事の事業量等を早期に把握し、目標達成に向け効率的に整備を進める。

★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

1 水道部事業計画決定・進行管理事務 現状のまま継続
2 鉛管解消事業

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
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

14 小規模貯水槽の点検の実施

基本施策目標
共同住宅等設置小規模貯水槽の水質等を巡回点検し、必要に応じて指導・助言を行い管理意識の高揚を促すととも
に、衛生上の問題の未然防止に努めます。
計画主要施策

1

計画主要施策の概要・取り組み目標

H24年度 実績（成果）

小規模貯水槽の点検

〔概要〕
10㎥以下の小規模貯水槽の衛生管理
は所有者または施設管理者に委ねら
れていますが、水道水を使用されるお
客さまに、安心して使用していただける
よう、本市が無償で貯水槽の水質検査
〔平成２４年度実施件数 802件〕
等を行い、その結果に基づき、施設管
理者に必要な指導・啓発を行い、水道
点検の結果、残留塩素の0.1PPm未
水に対する安全について理解を求め
満の施設はなく、水質異常もなかっ
ています。
た。直結給水への変更が13件あり、そ
の内正規の申請による変更が5件で、
〔目標〕
申請がない8件については、元の状態
今後、直結給水の拡大にともない小規
へ戻すよう助言・指導を行った。
模貯水槽の点検業務は減少が見込ま
れますが、今後とも衛生管理面から1
年1回を原則に水質検査等を実施し、
その結果を施設管理者に書面で通知
するなど、必要な指導・啓発を行いま
す。

小規模貯水槽の貯水槽の水質検査実施

H２１

基本施策 総合評価

１，１９７件、 H２２

１，１４７件、 H２３

１，089件、 H２４

評価

A

802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を２４年度は約１，０００件を目標に所有者等に協力を依頼して取り
組んだ。結果は８０２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、残留塩素の0.1PPm未満の施設はなく、水質異常もなかった。直結給水への変更が１３件あり、その内正
規の申請による変更が５件で、残る８件については、申請のない直結給水への変更であったため、貯水槽施設に戻すよ
う指導・助言を行った。
点検件数が目標より少なかったのは、分室と春日事務所が統合し、年度当初に情報の一元化を図ったことにより、例
年の調査取組が遅れたためである。直結給水への変更などについては適切な助言を行い、他の施設も含めて安全な
水道水の供給を啓発できた。
以上の取り組みの結果、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
法的な適用を受けない小規模貯水槽水道の点検は、上下水道局の自主的なサービスとして実施している。
水道事業者は、必ずしもこの点検を行う必要性はないが、飲料水の衛生上の問題を未然に防止し、お客さまに安全で
安心して使用できる水道水を届けるため、今後も引き続き、点検を実施します。また、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・指導を行うとともに、問題解消のため、直結（直圧・増圧）式給
水への変更啓発に取り組んでいく。
★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
1 水道保全事業

改善

今後の方向性

所管部署
水道保全課

基本施策評価表
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

15 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のあり方について検討
をすすめます。
計画主要施策

1

料金体系のあり方の検討

計画主要施策の概要・取り組み目標

H24年度 実績（成果）

評価

〔概要〕
基本料金、逓増制の見直しについて、
水需要の構造的変化や環境保全の立
場から議論される今日、料金負担の公
平性、経営の安定化などを考慮し、ま
た他の水道事業体の動向を見据えな
がら、低廉な料金水準を維持すること
将来の水需要予測や施設整備費用
を基本に料金体系のあり方を検討しま 等を踏まえ、水道料金について検討を
す。
進め、平成25年10月より、料金区分の
変更と、平均約5％の減額となる改定
〔目標〕
を行うことを決定した。
大阪府下でも低い水準にある水道料
金を維持しながら、料金体系の見直し
については、社会的世論（社会構造、
環境保全等）を注視しつつ、今後の経
営状況や他の水道事業体の見直しの
実績を踏まえ、検討をすすめます。

料金収入の推移（税抜き）

H21

基本施策 総合評価

S

6,831百万円、 H22

6,833百万円、 H23 6,683百万円、 H24

S

6,622百万円

評価結果の説明等
将来の財政収支を踏まえた水道料金のあり方について協議し、平成25年10月から、料金区分の変更と、平均約5％の
減額となる改定を行うことを決定しました。
以上のことから、中期経営計画に掲げた取り組み目標である料金体系の見直しについて検討を進め、料金区分の変
更と料金改定に向けて取り組んだことから、評価をSとしています。

今後の取り組みの方向性・展開方針
今後とも水需要予測や施設整備費用等を踏まえ、水道料金体系を検討していきます。

★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

所管部署

1 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

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

基本施策評価表
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

16 窓口サービス・料金支払いの利便性の向上

基本施策目標
費用対効果等の検証を行い窓口支払いの拡大を検討するとともに、サービス向上の観点から新たな収納方法の可能
性について検討をすすめます。
計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

H24年度 実績（成果）

〔概要〕
水道料金の収納率は99％であり、その
ほとんどは口座振替で占めています。
また、窓口を水道局及び市役所に開
設しており、今後、高齢化の進展など
生活弱者への利便性の向上のため、
Ｈ２０完了
支払い窓口の拡大を検討します。な
窓口サービス・料金支払い
お、拡大に際しては、費用対効果を検
［Ｈ２１実績経営評価以降、評価の対
1 の利便性の向上
証し取り組みます。
象から除外］

評価

―

〔目標〕
窓口による支払いについては、開設し
ている箇所の現状を把握し、他の支払
い方法の促進も含め、費用対効果を
検証し、拡大の可能性を検討します。
支払い窓口数

2 多様な収納方法の検討

基本施策 総合評価

H２０ ５箇所 、 H２１ ５箇所 、 H２２ ５箇所、 H２３ ５箇所、H２４ ５箇所

〔概要〕
現在の水道料金の収納状況は、全体
の約8割が口座振替であり、残り2割が
コンビニエンスストア・金融機関等で
す。支払い方法が多様化する今日、お
クレジット収納について、本事業体で
客さまの利便性と安定経営の両面を
導入した場合の必要経費（イニシャル
踏まえ、収納方法について検討しま
コスト・ランニングコスト）等について試
す。
算を行うとともに、他の水道事業体の
実施状況について状況把握を行っ
〔目標〕
た。
新たな収納方法の可能性については、
現在導入している収納方法とのメリッ
ト・デメリットを比較するとともに、他の
水道事業体の動向を見据えながら検
討します。

Ａ

Ａ

評価結果の説明等
クレジット収納について、具体的な経費試算や他の水道事業体の実施状況を踏まえて検討をした結果、経費が高額
であること等から現状時期尚早としています。
以上のことから、中期経営計画に掲げた取り組み目標を概ね達成することができたものとして評価をＡとしています。

今後の取り組みの方向性・展開方針

今後も引き続き他の水道事業体の状況把握に努めるとともに、具体的な経費試算を行うなど、クレジット収納導入の是
非について検討を続けていきます。

★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
水道料金・下水道使用料賦課徴収事
現状のまま継続
1
務

所管部署
お客さまセンター

基本施策評価表
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

17 直結給水の拡大

基本施策目標
配水管網の整備状況を考慮し、地理的条件などから拡大が困難な地域を除き、小規模貯水槽における衛生上の問題
の解消及び省エネルギーの推進等給水サービスの向上を目指し、3階から概ね10階建てまでの建物への直結給水の
拡大を推進します。
計画主要施策

1

計画主要施策の概要・取り組み目標

H24年度 実績（成果）

直結給水の拡大

〔概要〕
共同住宅等中高層（3階以上）の建物
については、所有者・設置者が貯水槽
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
平成２５年度の直結給水可能区域の
サービスの向上を図るため、配水管網 拡大実施に向けて検討した。
の整備をすすめ、直結給水の拡大を
対象区域内における直結（直圧・増
推進します。
圧） 式給水が可能な設計水圧の決定
を行い、区域拡大の実施に向けて取り
〔目標〕
組んだ。
高架水槽、加圧系統など直結給水が
困難な配水区域や直結給水するため
の条件として水圧安定という課題があ
りますが、3階からおおむね10階程度
までの建物が、貯水槽を介さず給水で
きるよう、順次拡大に取り組みます。

直結式給水可能対象区域

対全給水世帯数実績 H２１ ６８％ 、 H２２ ７１％、 Ｈ２３ ７８％ 、 H2４ ８０％

基本施策 総合評価

評価

Ａ

Ａ

評価結果の説明等
平成２４年度も引き続き、配水管の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、関係各課
と調整を図り対象区域の拡大に取り組んだ。
上記の取り組みの結果、直結給水世帯に対する全給水世帯割合について、平成２４年度の目標値である８０％を達成
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

① 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の決定を行い、平成２５年度の区域拡大に向けて
引き続き取り組む。
②平成２５年度の取り組みにおいては、全給水世帯数の約８４％にあたる世帯が、直結（直圧・増圧）式給水可否の審査
対象区域となる予定である。また、今後拡張工事の進捗状況及び再編成等や大規模開発における安定供給を考慮し、
関係各課と調整・検討を行い直結給水拡大の推進に取り組む。

★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

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 給水装置審査確認業務

現状のまま継続

給水管理課

3 送配水管整備事業

現状のまま継続

水道工務課

4 水道保全事業

改善

水道保全課

基本施策評価表
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

18 積極的な情報提供と水道水によるPR活動の推進

基本施策目標
水道水に親しめる企画の検討を行うとともに、市広報紙・水道局ホームページ等を活用した積極的な情報提供を推進
します。
計画主要施策

1 広報・広聴機能の充実

計画主要施策の概要・取り組み目標

H24年度 実績（成果）

〔概要〕
広報「ひらかた」、水道局ホームページ
ほかマスメディアを活用し、事業の情
報を公開しています。また、平成１８年
度は「役に立つ水道ガイド」を作成し、
全戸配布を行い、同年10月からペット
ボトル水「きらり枚方」を発売していま
す。今後とも、お客さまに親しまれる水 広報ひらかた記事掲載、FMひらかた
道事業をめざし、広報・広聴機能を充 及びケーブルテレビの活用など、枚方
実し、お客さまに本市の水道事業につ 市の水道事業について市民等にPRを
いて理解と利用増進に努めます。
実施した。
また、上下水道事業の取り組みを広
〔目標〕
く周知するため、「Water通信」の全戸
①随時水道情報提供用パンフレットを 配布を行った。
作成し、全戸配布を行います。
②ペットボトル水の販売、提供を通じ、
本市の水道水の良質かつ安全性をお
客さまに伝えます。
③ホームページの充実とFMひらかた、
k-CAT等を活用した積極的な情報発
信に取り組みます。

水道水のPR活動の推進

〔概要〕
水道水に対する信頼性は、高度浄水
処理の導入により回復の途上にありま
すが、さらにペットボトル水を用いた
出前講座や、各種イベント等で安
「利き水会」を実施するなど、PR活動を
全、安心な水道水のＰＲに取り組ん
行っています。今後は、子どもたちが
だ。
水道水を飲む文化を育むなど、小中高
校生を対象とした「出前講座」などを実
水道部・下水道部合同で「水とふれ
施し、水道水について理解していただく
あいデー」を開催した。また、「さくらま
取り組みを推進します。
つり」、「緑化フェスティバル」、「くらわ
んか産業いきいきまつり」においても利
〔目標〕
き水会を行うとともに、小中学校、地域
①定期的な施設見学会の実施及び水
団体等を対象に出前講座を3回（中宮
道局主催イベント、他団体等のイベント
北小、明倫小、老人クラブわかば会）
での「利き水会」などを実施し、水道水
実施した。
に関心をもっていただく事業を推進しま
す。
②市内の小中高校等を対象に「出前
講座」を実施します。

イベント開催動員数

H20 350人、H21 800人、Ｈ22 800人、H23 800人、H24 2,000人

利き水会実施回数

H２０ ６回、H２１ ７回、Ｈ２２ ３回、Ｈ２３ ２回、H２４ ４回

出前講座実施回数

H２０ ２回、H２１ ２回、Ｈ２２ ６回、H２３ ２回、H２４ ３回

2

水道施設見学実施回数

H２０ １８回、H２１ １６回、H２２ １２回、H２３ 11回、H２４ ４回

水道施設見学者割合

H20 2.3人/1,000人、H21 1.9人/1,000人、H22

基本施策 総合評価

評価

A

1.8人/1,000人、H23

1.2人／1,000人、H24

0.2人／1,000人

A

A

評価結果の説明等

「広報・広聴機能の充実」について、上下水道事業の取り組みを紹介したパンフレット「Water通信」の全戸配布やペッ
トボトル水のイベント等での無償提供を通じたPR、ＦＭひらかた及びケーブルテレビを通じた情報発信に取り組むことが
できた。
「水道水のPR活動の推進」について、幅広い年齢層の市民に水道水について理解いただくため、施設見学会や利き
水会、出前講座などに取り組み、安全・安心で良質な水道水のPRに努めた。
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

広報ひらかたへの記事掲載やFMひらかた及びケーブルテレビの活用、冊子の配布、出前講座の実施など、様々な媒
体、機会を通じて市民等に積極的にPRする。
また、上下水道局ホームページを活用したリアルタイムな広報にも努める。
水道水の水質検査結果、水質管理に関して、上下水道局ホームページを活用した情報発信を行い、水道水の安全
性についてPRを図る。また、水質事故情報等、時勢に応じた情報についても、ホームページを活用し、迅速に提供す
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

今後の方向性

所管部署

1 水質検査業務

現状のまま継続

浄水課

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 上下水道局広報活動事業

改善

上下水道経営課

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
水道ビジョン基本方向

Ⅴ 官民の役割分担・協働

基本施策

19 民間委託等の推進

基本施策目標
市民サービス向上の観点から、現状の民間委託の有効性・継続可否等について検証・検討します。
また、市水道局が直接責任を負わなければならない業務と民間に任せることでより効果的・効率的に実施できる業務
の精査を行い、民間に任せることでより効果的・効率的に実施できる業務については、民間委託の拡大の可能性を検
討します。
計画主要施策

1 民間委託等の拡大

2

施設整備の民間活力の導
入

基本施策 総合評価

計画主要施策の概要・取り組み目標

H24年度 実績（成果）

評価

お客さまセンター窓口業務につ
いて、引き続き、民間委託により実
施した。（現在の受託業者との契
〔概要〕
約期間：平成23年度～平成25年
「民間にできることは民間に」を基本に、
度）
公営企業としての専門性が必要な事業・
また、サービスの維持、向上のた
業務を除き、民間委託・請負業務の拡大
め、業務執行方法について、委託
に努めます。
業者と連携し、確認・検証等を行
い認識の共通化を図り、業務遂行
〔目標〕
に反映させた。
お客さまにサービスを提供する窓口業務
等の民間委託の拡大を検討します。
平成24年4月から水道保全課の
土・日・祝日等休日の日直業務の
完全委託化を実施した。

A

〔概要〕
近年、公共施設の整備については、PFI
など民間の創意工夫をいかした事業が展
平成24年度においては、PFI導
開されています。本市も、今後、施設の更
入を検討する対象事業がなかっ
新に際しては、PFI等の可能性を検討し、
た。
効果的・効率的な事業に取り組みます。
今後、施設整備を実施する際
は、PFI導入について、平成24年4
〔目標〕
月策定の「枚方市PFI検討の基本
今後更新を必要とする施設の整備につい
方針」に基づき調査・検討を実施
ては、施設の規模、内容を踏まえ、PFI等
する。
の導入の可能性を調査・検討し、民間の
創意工夫と費用対効果を踏まえ、施設整
備を行います。

A

A

評価結果の説明等
「民間委託等の拡大」について、委託業務の改善等に向けて委託業者と連携し、確認・検証を行い、認識の共通化
を図り、業務遂行に反映させた。
また、水道保全課の土・日・祝日等休日の日直業務の完全委託化を実施した。
平成２４年度は「民間活力活用検討委員会」に諮る事業はなかったが、今後更新を必要とする施設の整備について
は、「施設整備基本計画」に基づく事業予定策定にあたり、引き続きPFI等手法導入の可能性を調査・検討していくこと
を確認した。
以上２件の計画主要施策について、概ね目標を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
平成２６年度以降のお客さまセンター窓口業務の次期委託契約に向けて、手続きを進める。
今後も更新を必要とする施設の整備については、その施設の規模、更新に要する内容を踏まえ、民間業者が有する
技術力、創意工夫及び費用対効果を考慮しつつ、PFI等導入の可能性の調査・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

所管部署

1 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

上下水道局事業計画決定・進行管理事
現状のまま継続
務

上下水道経営課

2

基本施策評価表
水道ビジョン基本方向

Ⅴ 官民の役割分担・協働

基本施策

20 多様な主体との応援協力体制の確立

基本施策目標
災害時等の速やかな応急活動に備えるため、市民・自主防災組織・NPO等多様な主体と応援協力体制を確立しま
す。
計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

H24年度 実績（成果）

〔概要〕
緊急事態に備え、日ごろから市民や各
種団体、民間事業者等との連携が不
地域自主防災訓練（5箇所）に参画し
可欠です。このため、自主防災組織、
た。
NPO等と災害応援協力の構築を図りま
す。また、市民参加による応急給水訓
災害時に備えるための図上訓練に
練の実施など、市民等との協働を推進
ついて、窓口業務を委託している民間
します。
市民等との協働による災害
業者も参加協力のうえ平成24年11月6
日に実施した。
1 応援協力体制の確立
〔目標〕
①専門的技術を持ったNPOや自主防
大地震などの大規模災害が発生し
災組織と災害応援協力の確立に取り
た場合に備え、専門知識・技能を有す
組みます。
る枚方市管工事業協同組合との合同
②市民公募による災害応援協力制度
訓練を平成25年3月1日に実施した。
（登録制度）の構築に努めます。
③自主防災組織等との協働による応
急給水訓練の実施を検討します。

評価

A

協働による応急給水訓練実施回数 H２０：９回、 H２１：８回、 H２２：２回、 H２３：1回、 H２４：１回

基本施策 総合評価

A

評価結果の説明等
各小学校に設立されている地域自主防災組織（川越、菅原東、香里、平野、桜丘各小学校）の訓練に参画するととも
に、管工事業協同組合、窓口業務受託事業者との連携協力により災害時に備えた各種訓練を実施するなど、目標達成
に向け取り組んだ。
「市民公募による災害応援協力制度の構築」については、現在では、全小学校区に自主防災組織が配置され、自主
防災組織活動の充実、向上のための取り組みが行われています。このような状況のもとでは、新たに市民公募による応
援協力制度を構築するより、各自主防災組織との連携・協力体制をより強化することが有効であると捉えています。

今後の取り組みの方向性・展開方針

地域自主防災組織の訓練実施に伴う打ち合わせ会議、訓練等に積極的に参加し、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る。
また、管工事業協同組合との合同訓練を実施する。

★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 上下水道経営課運営事務

今後の方向性
現状のまま継続

所管部署
上下水道経営課

基本施策評価表
水道ビジョン基本方向

Ⅴ 官民の役割分担・協働

基本施策

21 市民との協働の推進

基本施策目標
親しみの持てる水道事業推進のため新たな市民参加手法を構築し、市民等の意見を積極的に取り入れます。
計画主要施策

市民参加・協働による親し
1 みのある水道事業活動の
展開

計画主要施策の概要・取り組み目標

H24年度 実績（成果）

〔概要〕
「水道モニター制度」を設置し、市民か
ら水道水に関する意見を頂戴し、サー
ビスの向上に努めてきました。今後、
新たな市民参加手法を構築し、協働に
よる情報誌（パンフレット）の作成など、
お客さまに親しまれる水道事業を展開
します。

局内で、平成19～21年度の広報アド
バイザーの活動実績について検証し
た結果、募集当初の目的をすでに達
成したものと判断し、平成22年度以
降、新たな募集は行わないこととした。
広報アドバイザーから得た貴重な意
見を参考に実施してきた広報活動に
〔目標〕
ついて、上下水道事業を、よりわかり
①新たな市民参加手法を構築します。 やすく、より親しみやすい広報活動と
②水道事業に関心のある市民の創意 なるよう取り組んだ。
工夫を生かし、情報パンフレットの作成
など水道水のPR活動に取り組みます。

評価

A

〔概要〕
現在、水道法の規定に基づき、毎日末
端給水栓における水質検査を実施して
います（業務委託）。この現行の検査に
加え、市民参加による水質検査を実施
市民水質モニターを広報ひらかた等
し、安全性確認の強化を図るとともに、
を通じて募集した結果、２０の配水系
市民への水道水に対する認識を深め
統全てで応募があり、２９人の水質モ
ていただきます。
ニターを決定した。
2

市民参加による水質検査

〔目標〕
昨年度同様、残留塩素の減少が懸
①現在、毎日3箇所ずつ水質検査を実
念される配水系統に複数名の水質モ
施していますが、今後、配水系統ごと
ニターを配置し、水質検査を実施し
に、市民による水質検査を実施しま
た。
す。また、順次、対象市民を拡大して
いきます。
②水質に関する啓発活動の一環として
教育施設（小中学校）での水質検査を
実施します。

A

小中学校等での水質検査実施回数 H２０ ２回、H２１ ２回 、H２２ ６回、H２３ ２回、H２4 ２回

基本施策 総合評価

A

評価結果の説明等
「市民参加による水質検査」については、水道法に基づく毎日検査の実施及び水道事業への関心を掘り起こす事業
として、２０配水系統２９人の市民検査員で実施した。また、近隣事業体の毎日検査の実施状況や市民検査員に代わる
水質測定装置の導入実績等を調査確認した。
以上、計画主要施策について、概ね取り組み目標を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
「市民参加による水質検査」について、平成25年度は昨年度同様に、末端配水池を重点に検査員を配置する。本事
業の目的は、水道法に基づく毎日検査と、市民に水道事業への関心を持っていただくことである。事業目的は、概ね
達成しているが、近隣事業体の状況等も考慮し、水質測定装置を一部配水系統に設置する。今後、本事業の取り組み
の方向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 上下水道局広報活動事業

改善

2 水質検査業務

現状のまま継続

所管部署
上下水道経営課
浄水課

【差し替え分】

基本施策評価表
水道ビジョン基本方向

Ⅵ 省エネルギーによる環境保全

基本施策

22 環境保全活動の推進

基本施策目標
新設・更新施設は、省エネ対策に配慮した機器・設備の導入に努めるとともに、エネルギーを大量に消費する既存
施設は環境に配慮し効率的な運転管理を実施します。
また、ISO14001・環境会計を活用した環境保全活動に積極的に取り組み、工事等により発生した建設副産物につい
ては可能な限り再生資源として有効利用に取り組みます。
計画主要施策

1 施設の省エネ対策の推進

計画主要施策の概要・取り組み目標

〔概要〕
水道事業は多量の電力を使用するた
め、環境への負荷を小さくする省エネ
対策が必要です。今後、新規・更新を
予定する施設については、省エネ対策
に配慮した機器・設備の導入に努め、
既存施設の運転には環境に配慮した
運転を実施します。
また、市環境部署と連携し実施してい
るISO14001を活用し、環境保全活動に
積極的に取り組みます。

H24年度 実績（成果）

評価

建設工事に使用する建設機械につ
いて、引き続き、工事発注時の仕様書
に省エネタイプの建設機械の使用を
明記した。
ISO１４００１の目的・目標及び維持管
理項目に関する運用管理手順書に
沿った運用を継続することができた。
A

[２４年度実施実績]
太陽光発電による削減効果
〔目標〕
199,151ｋＷｈ／年
①新規・更新設備については、省エネ
ポンプ運転の効率化・送排風機運転
タイプの機器・設備の設置に努めま
時間の短縮を継続して実施することが
す。また、送水ポンプなどの運転にあ
できた。
たっては、ロスの生じない運転を行い
ます。
②ISO14001、環境会計を継続的に取
り組みます。

2

建設副産物等の再生利用
の推進

〔概要〕
近年、公共工事においては、環境に配
使用済み粒状活性炭 ２７8トン（Wet
慮し、工事現場から発生する残土のほ
重量）をコークス原料として再利用する
か建設副産物の再生利用がすすんで
ため、民間事業者へ譲渡した。
います。水道事業の実施に際しても、
建設副産物については、再生資源とし
再生砕石
13,735 ㎥ 〔100%〕
て有効利用に取り組みます。
再生土砂
17,047 ㎥ 〔100%〕
〔目標〕
工事により発生する残土、アスファルト
塊などの再生利用を推進します。ま
た、浄水処理に不可欠な活性炭、ろ過
砂についても、有効利用に取り組みま
す。

基本施策 総合評価

A

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
建設汚泥
他がれき

建設発生土
建設発生木材
建設混合廃棄物
その他

10,007 ｔ
100,169
10,377
14,768
93
28,865
62
421
51

ｔ
ｔ
ｔ
t
ｔ
ｔ
ｔ

ｔ

〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔100%〕
〔44%〕

A

【差し替え分】
評価結果の説明等

「施設の省エネ対策の推進」について、環境負荷に配慮しISO１４００１（環境マネジメントシステム）を運用し、局庁舎の
室内温度管理の適正化やリサイクル物品の購入、庁舎設備の適切な維持管理などに取り組むだけではなく、電力供給
事情を考慮した節電に取り組んだ。また、工事発注の際には、ISO１４００１の規格等を踏まえた仕様書に基づき業者指
導を実施するとともに、エネルギー消費量の削減を目的に、浄水工程におけるポンプの効率的運転等を実施した。
「建設副産物等の再生利用の推進」について、コークス原料としての再利用を目的として使用済みの粒状活性炭を売
却するとともに、建設リサイクル法に該当する工事では、再生資材・資源の利用に取り組んだ。
以上、２件の計画主要施策について、概ね取り組み目標を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
「施設の省エネ対策の推進」について、平成13年10月の認証取得以降これまでは、ISO１４００１を運用し取り組んでき
ましたが、平成25年4月以降は、本市独自の環境マネジメントシステムに沿った対策等に取り組むことにより、環境負荷
低減を図る。また、夏季の電力供給事情を考慮し、照明・空調などの節電だけではなく、浄水施設の運転においても電
力需要ピーク時の節電に取り組む。なお、春日受水場の送水ポンプは回転数制御方式に更新し、中宮浄水場新管理
棟に太陽光発電施設の設置を行う。
「建設副産物等の再生利用の推進」について、他都市先進事例等を参考としつつ、関係法令等に適合し再生利用が
可能な資源の積極的な活用を行っていく。

★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

今後の方向性

所管部署

1 水処理送配水業務

現状のまま継続

浄水課

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
水道ビジョン基本方向

Ⅵ 省エネルギーによる環境保全

基本施策

23 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、国・府をはじめとする関係団体との連携による環境保全にかかる取り組
みを推進します。
計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

〔概要〕
現在、水源の保全活動として、淀川か
ら取水している事業体で構成する淀川
水質協議会等があり、これを通じて、
国及び大阪府、京都府等の管轄部署
及び水源管理者に対して水質汚濁の
改善等の要望活動を行っており、今後
も協議会の一員として環境保全活動に
各種関係団体との協力によ
取り組みます。
1
る積極的な環境保全活動

H24年度 実績（成果）

評価

淀川水質協議会等で、定期的に琵
琶湖・淀川水系水源調査を実施し、水
源の汚濁監視を行うとともに、知識・技
術の向上を目指した研修会・講演会
等に参加した。

A

〔目標〕
淀川水質協議会を通じ、国・府など
本市が参画している淀川水質協議会 の関係機関に水質保全対策について
等において、環境保全に関する意見を 要望を行った。
述べるとともに、当該団体に参画する
事業体と共同で、国、大阪府・京都府
及び水源管理者に、積極的に環境保
全の要請行動を行います。

基本施策 総合評価

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改善要望を行った。特に、水
源水質事故等の危機管理・緊急連絡体制について、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、未規制物質や放射性物質、ホルムアルデヒド等水道原水に影響を及ぼす物質について継続的な監視を行った。
以上、計画主要施策について、平成24年度においても継続的な環境保全・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

水道水源を守る保全活動は、広域にわたり、単独事業体で実施するのには限界があることと、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間と連携を図り実施する。主な保全活
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、新たな水源保全活動に繋げていく。
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