下水道事業経営評価表（案）
類
団
比
較

枚方市決算数値
業務指標

単位
H23

流動比率

％

目標

実績

類似団体
平均値
23年度
実績

資料 ５ 参考資料
説明

【200％以上を維持】
短期債務に対する支払能力を表す。100%を下
回っていれば不良債務が発生している可能性が
高い

109.6

<流動資産／流動負債×100>

自己資本構成比率

％

【高い方が良い】
総資本に占める自己資本の割合を表す指標。財
務の健全性を示す指標の一つ

59.3

（自己資本金+剰余金）／負債資本合計×100

有収率

％

【高い方が良い】
１年間の汚水処理水量のうち、下水道使用料とし
て回収できた水量の割合を表す指標

86.8

<有収水量／汚水処理水量×100>

水洗化率

％

【高い方が良い】
下水道の処理ができる区域で、水洗便所に改造
した割合を表す指標

96.7

<水洗便所設置済人口／
下水道処理区域内人口×100>

経常収支比率

％

【高い方が良い】
経常費用が経常収益によってどの程度まかなわ
れているかを示す指標で、収益性を見る際の最
も代表的な指標

89.4

<経常収益／経常費用×100>

総収支比率

％

【高い方が良い】
総費用が総収益によってどの程度まかなわれて
いるかを示す指標

99.6

<総収益／総費用×100>

繰入金比率（収益的収入分）

％

42.3

〔低いほど独立採算〕
収益的収入に対する繰入金の依存度を表す指
標で、経営の健全性や効率性を示す。

繰入金比率（資本的収入分）

％

37.4

〔低いほど独立採算〕
資本的収入に対する繰入金の依存度を表す指
標で、経営の健全性や効率性を示すものの一
つ。

営業収益に対する職員給与
費の割合

％

【低い方が良い】
営業収益に対する職員給与費の割合を表す指
標。営業活動の収益性を分析するための指標の
一つ

14.2

<職員給与費／営業収益-受託工事収益×100>

1

類
団
比
較

枚方市決算数値
業務指標

単位
H23

営業収益に対する企業債利
息の割合

％

目標

実績

類似団体
平均値

説明

23年度
実績

【低い方が良い】
営業収益に対する企業債利息の割合を表す指
標。営業活動の収益性を分析するための指標の
一つ

37.0

<企業債利息／営業収益-受託工事収益×100>

営業収益に対する減価償却
費の割合

％

【低い方が良い】
営業収益に対する減価償却費の割合を表す指
標。営業活動の収益性を分析するための指標の
一つ

69.2

<減価償却費／営業収益-受託工事収益×100>

営業収益に対する企業債償
還元金の割合

％

【低い方が良い】
営業収益に対する企業債償還金の割合を表す
指標。企業債償還元金が経営に与える影響を分
析するための指標

90.0

<企業債償還元金／
営業収益-受託工事収益×100>

経費回収率

％

【現行の水準を維持】
汚水処理原価と下水道使用料の関係を表す指
標。経営の健全性を示す指標。100％を下回っ
ている場合、下水道使用料が使用料収入以外の
収入で賄われていることを示す

70.5

<使用料単価／汚水処理原価×100>

使用料単価

円/㎥

【低い方が良い】
有収水量1㎥あたりどのくらいの下水道使用料を
得ているかを表す指標

136.1

<下水道使用料／有収水量>

汚水処理原価（総額）

円/㎥

【低い方が良い】
有収水量1㎥あたりどのくらいの経費がかかって
いるかを表す指標

193.1

<汚水処理経費／有収水量>

汚水処理原価（維持管理費） 円/㎥

【低い方が良い】
有収水量1㎥あたりどのくらいの維持管理費がか
かっているかを表す指標

47.9

<汚水分の維持管理費／有収水量>

汚水処理原価（資本費）

円/㎥

【低い方が良い】
有収水量1㎥あたりどのくらいの資本費がかかっ
ているかを表す指標

145.2

<汚水分の資本費／有収水量>
【資本費とは、汚水に係る減価償却費と企業債に係る
汚水分の支払利息を合わせたもの】

下水道使用料（20㎥/月）

円

【現行の水準を維持】
１ヵ月に20㎥の水を排水したときの使用料の額

2,261

<下水道使用料水準>

2

資料５
平成23年度実績
No

基本施策（事務事業名）

評価

下水道事業 基本施策評価表
計画目標

参考資料

【参考資料】
H23実績（成果）

1

公共下水道計画事務（汚水）

B

公共下水道人口普及率の向 汚水整備を推進（人口普及率
上
93.3％）

2

公共下水道計画事務（雨水）

A

雨水管渠等の整備の促進

3

公共下水道（汚水）整備事業

B

公共下水道の整備完了に向けて、
公共下水道人口普及率の向
下水道（汚水）整備を推進（人口普
上
及率93.3%）。

雨水管など５９１．４２ｍを整備。ポ
ンプ場整備に必要な用地買収を
行った。

雨水管など591ｍを整備。北部地
域の雨水管渠の整備や中部・南
部地域の雨水幹線・管渠などを整
備。

4

公共下水道（雨水）整備事業

A

雨水管渠等の整備の促進

5

公設浄化槽設置事業

B

公共下水道計画区域外の生 公設浄化槽の設置希望が無かっ
活排水の適正処理
た。

6

河川計画事務

-

洪水による災害発生の軽減

下流の一級河川を管理している大
阪府と協議調整を行っている。

7

下水道台帳補正業務

A

下水道の財産管理、施設の
維持管理

公共下水道の台帳整備 …21ha
経年変化修整 管路延長 19.9
Km（雨水 10.0ｋｍ 汚水 9.9ｋｍ）
開発等申請件数… 884件 、現地
調査 373件、 現地検査 248件、
書類審査 263件

8

下水道開発指導事務

A

下水道の整備及び良好なま
ちづくり

9

工場等届出規制指導事業（下
水）

SS

下水道施設の保全のため、工場・
全ての工場・事業場が排除基
事業場に対し届出などの指導や立
準に適合する。
入調査を実施（立入検査123件）。

10 河川及び下水道管理事務

A

正常な流水機能の管理及び
占用等申請件数 162件
維持による生活環境の改善

11 水洗便所改造資金補助事業

A

正常な流水機能の管理及び
補助金703戸、融資あっせん6戸。
維持による生活環境の改善

S

早期に公共下水道への接
続。適切な水洗化。

A

公共財産の適正な管理

14 ポンプ場維持管理事業

A

年間を通じて、週1回ポンプの
点検運転及び市内各施設の
保守点検・整備を行う。

15 景観水路利用推進事業

A

年間を通じて、市内３箇所の
景観水路施設の点検・清掃
等を行う。

16 下水道維持管理事業

A

12 公共下水道促進事務

13

河川・水路・法定外水路境界明
示事務

※上記の網掛け部分は、雨水事業

年間を通して、市民からの要
望等に対し、迅速に対処す
る。

水洗化期限を越えた改造済家屋
５６０戸
・実態調査 ８７３件
・協力依頼 １７５件
・改造義務通知 １５６件
・改造への勧告
・新規明示筆数 ８１８件
107筆
・既明示証明件数 26件
・点検委託
１４件
・補修工事
６件
・直営による週１回の保守点検整
備
景観水路の適切な維持管理を行
い、市民の憩いの場として、親しま
れる水辺の空間を提供し景観及び
安全確保に努めた。
・要望件数
１，２１５件
・補修清掃等 直営 １，１６３件等

基本施策評価表（下水道事業）
参考資料
事務事業名

公共下水道計画事務（汚水）

1:人と自然が共生する環境保全のまち
12:健康に生活できる安全な環境をつくる
121:清らかな水を確保する
12101:下水道（汚水）の普及・促進
公共下水道計画事務（汚水）

第4次総合計画体系

下水道ビジョンの基本方針

No 1

汚 ①汚水事業の概成に向けた方針
水 ②工場等事業系の汚水排除の方針
事 ⑥施設の耐震化の方針
業

事務事業目的
下水道法・都市計画法に基づく事業認可を取得又は変更して円滑な下水道整備を行うことで公共水域の水質の保
全に資すること。

計画主要施策

■ 汚水事業の概成

計画主要施策の概要・取り組み目標

評価

〔概要〕
下水道法・都市計画法に基づく事 生活環境の改善や河川の水
業認可を取得又は変更を行うた 質保全のため、公共下水道の
めの関係機関との協議調整。
整備完了に向けて、下水道
（汚水）整備を推進（人口普及
〔目標〕
率93.3％）
公共下水道人口普及率の向上

Ｈ２１ ９２．３％
公共下水道整備普及率 （実績） 93．７
Ｈ２１ ９２．３％
公共下水道整備普及率 （目標）

基本施策 総合評価

H23年度 実績（成果）

Ｈ２２ ９３．０％
Ｈ２２ ９２．９％

Ｈ２３ ９３．５％
Ｈ２３ ９３．３％

Ｈ２４
Ｈ２４

Ｂ

％

Ｂ

評価結果の説明等
平成23年度については、社会資本整備総合交付金の全体枠（６兆円）に対し、2割を超える要望が全国からあっ
た。また、東日本大震災への支援として５％（3,000億円）を充てることから、本市の要望額に対して、33.5％の減額配
当となった。
このため、当初予定していた工事個所や設計委託地区の一部を取りやめたことから目標をわずかに達成することが
出来なかった。
計画目標値をわずかに下回ったことから評価をＢとした。
今後の取り組みの方向性・展開方針
下水道ビジョン及び経営計画を策定し、その方針に基づき計画的に整備を進める。
汚水事業は人口普及率で9割を超え、新規整備の最終段階を迎えつつありますが、残る東部地域を中心とした汚
水整備が急がれています。また、これまで整備してきた施設の老朽化に伴う更新整備や耐震化も必要となってきま
す。
今後は、これらの課題解決に取り組み、事業収支のバランスを図りながら住居地域での平成30年度概成を目指し
ます。

基本施策評価表（下水道事業）
参考資料
事務事業名

第4次総合計画体系

下水道ビジョンの基本方針

公共下水道計画事務（雨水）

No 2

2:やすらぎのなか、世代をつないで住み続
けるまち
21:快適でやすらぎのあるまちをつくる
211:安全で快適なまちをつくる
21103:下水道（雨水）の整備
公共下水道計画事務（雨水）
①浸水被害の軽減に向けた整備の方針
雨
②10年確率に対応した雨水整備の方針
水
③ポンプ場整備の方針
事
④幹線・水路の整備方針
業

事務事業目的
下水道法・都市計画法に基づく事業認可を取得又は、変更して円滑な下水道整備を行うことで浸水の防除を行う。

計画主要施策

□ 浸水被害の軽減

施工延長 （目標）
施工延長 （実績）

基本施策 総合評価

計画主要施策の概要・取り組み目標

H23年度 実績（成果）

〔概要〕
下水道法・都市計画法に基づく事
浸水地域の被害軽減に向け、
業認可を取得又は、変更を行うた
雨水管など５９１．４２ｍを整
めの関係機関との協議調整。
備。ポンプ場整備に必要な用
地買収を行った。
〔目標〕
雨水管渠等の整備の促進
Ｈ２１ 1157m
Ｈ２１ 1074m

Ｈ２２ 572m
Ｈ２２ 708m

評価

Ａ

Ｈ２３ 590m Ｈ２４ 382m
Ｈ２３ 591m Ｈ２４

Ａ

評価結果の説明等
平成23年度については、溝谷川ポンプ場の実施設計と新安居川ポンプ場の基本設計の中で早期に供用が図れ
る整備手法や全体事業費等の検討を進めた。
計画目標値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
下水道ビジョン及び経営計画を策定し、その方針に基づき計画的に整備を進める。
平成２０年の局地的豪雨の後、汚水・雨水の整備事業費のバランスを図りながら、浸水地域を中心にポンプ場施設
の排水能力の向上や排水路整備を進めています。しかし、その整備には多額の費用と長い期間を必要としますの
で、この浸水被害の軽減いわゆる減災の観点に立ち、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
案した整備計画を作成し、計画的に整備を進めます。

基本施策評価表（下水道事業）
事務事業名

公共下水道（汚水）整備事業

1:人と自然が共生する環境保全のまち
12:健康に生活できる安全な環境をつくる
121:清らかな水を確保する
12101:下水道（汚水）の普及・促進
公共下水道（汚水）整備事業

第4次総合計画体系

下水道ビジョンの基本方針

参考資料
No 3

汚 ①汚水事業の概成に向けた方針
水 ②工場等事業系の汚水排除の方針
事 ⑥施設の耐震化の方針
業

事務事業目的
下水道整備を行うことにより、快適な生活環境を支える都市基盤の整備並びに淀川水系の水質汚濁の防止

計画主要施策

■ 汚水事業の概成

計画主要施策の概要・取り組み目標

評価

〔概要〕
（汚水管の整備）生活環境の向上 生活環境の改善や河川の水
と公共用水域の水質保全を図る 質保全のため、公共下水道の
ため、下水道の普及を促進する。 整備完了に向けて、下水道
（汚水）整備を推進（人口普及
〔目標〕
率93.3%）。
公共下水道人口普及率の向上

Ｈ２１ ９２．３％
公共下水道整備普及率 （実績） 93．７
Ｈ２１ ９２．３％
公共下水道整備普及率 （目標）

基本施策 総合評価

H23年度 実績（成果）

Ｈ２２ ９３．０％
Ｈ２２ ９２．９％

Ｈ２３ ９３．５％
Ｈ２３ ９３．３％

Ｈ２４
Ｈ２４

Ｂ

％

Ｂ

評価結果の説明等
平成23年度については、社会資本整備総合交付金の全体枠（６兆円）に対し、2割を超える要望が全国からあっ
た。また、東日本大震災への支援として５％（3,000億円）を充てることから、本市の要望額に対して、33.5％の減額配
当となった。
このため、当初予定していた工事個所や設計委託地区の一部を取りやめたことから目標をわずかに達成することが
出来なかった。
計画目標値をわずかに下回ったことから評価をＢとした。
今後の取り組みの方向性・展開方針
下水道ビジョン及び経営計画を策定し、その方針に基づき計画的に整備を進める。
汚水事業は人口普及率で9割を超え、新規整備の最終段階を迎えつつありますが、残る東部地域を中心とした汚
水整備が急がれています。また、これまで整備してきた施設の老朽化に伴う更新整備や耐震化も必要となってきま
す。
今後は、これらの課題解決に取り組み、事業収支のバランスを図りながら住居地域での平成30年度概成を目指し
ます。

基本施策評価表（下水道事業）
事務事業名

第4次総合計画体系

下水道ビジョンの基本方針

参考資料
No 4

公共下水道（雨水）整備事業

2:やすらぎのなか、世代をつないで住み続け
るまち
21:快適でやすらぎのあるまちをつくる
211:安全で快適なまちをつくる
21103:下水道（雨水）の整備
公共下水道（雨水）整備事業
①浸水被害の軽減に向けた整備の方針
雨
②10年確率に対応した雨水整備の方針
水
③ポンプ場整備の方針
事
④幹線・水路の整備方針
業

事務事業目的
雨水計画については、平成8年度（1996年）に雨水計画基準を5年確率から10年確率にレベルアップを行い、ポンプ
場や雨水幹線の根幹施設の整備を推進するとともに、雨水計画に基づき、浸水被害の軽減を図ることを目的とす
る。
計画主要施策

□ 浸水被害の軽減

計画主要施策の概要・取り組み目標

〔概要〕
公共下水道排水区域（寝屋川北
部流域関連3排水区、淀川左岸
流域関連18排水区）の住民を対
象に、排水施設の整備を図り、浸
水被害の軽減を図る。

H23年度 実績（成果）

評価

浸水地域の被害軽減に向け、
雨水管など591ｍを整備。北部
地域の雨水管渠の整備や中
部・南部地域の雨水幹線・管
渠などを整備。

Ａ

〔目標〕
雨水管渠等の整備の促進
施工延長 （目標）
施工延長 （実績）

基本施策 総合評価

Ｈ２１ 1157m
Ｈ２１ 1074m

Ｈ２２ 572m
Ｈ２２ 708m

Ｈ２３ 590m Ｈ２４ 382m
Ｈ２３ 591m Ｈ２４

Ａ

評価結果の説明等
平成23年度については、内野雨水支線、黒田川雨水支線、久保川雨水支線の下流工区や養父丘排水路の整備
などを予定通りに進めることが出来た。
計画目標値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
下水道ビジョン及び経営計画を策定し、その方針に基づき計画的に整備を進める。
平成２０年の局地的豪雨の後、汚水・雨水の整備事業費のバランスを図りながら、浸水地域を中心にポンプ場施設
の排水能力の向上や排水路整備を進めています。しかし、その整備には多額の費用と長い期間を必要としますの
で、この浸水被害の軽減いわゆる減災の観点に立ち、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
案した整備計画を作成し、計画的に整備を進めます。

基本施策評価表（下水道事業）
事務事業名

公設浄化槽設置事業

1:人と自然が共生する環境保全のまち
12:健康に生活できる安全な環境をつくる
121:清らかな水を確保する
12199:その他
公設浄化槽設置事業

第4次総合計画体系

下水道ビジョンの基本方針

参考資料
No 5

汚
水環境の保全
水
事
快適な生活環境の創造
業

事務事業目的
市にて浄化槽を設置・維持管理をすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上、公共水域の水質の保全に
資することを目的とする。

計画主要施策

水環境の保全
■ 快適な生活環境の創造

公設浄化槽設置軒数 （目標）
公設浄化槽設置軒数 （実績）

基本施策 総合評価

計画主要施策の概要・取り組み目標

H23年度 実績（成果）

〔概要〕
枚方市の東部地区の内、下水道
計画区域以外の地域で生活排水
の適正な処理を行うために公設 公設浄化槽の設置希望が無
浄化槽を設置する。
かった。
〔目標〕
公共下水道計画区域外の生活排
水の適正処理
Ｈ２１ 1個
Ｈ２１ ０個

評価

Ｂ

Ｈ２２ １個 Ｈ２３ １個 Ｈ２４ １個
Ｈ２２ ０個 Ｈ２３ ０個 Ｈ２４

Ｂ

評価結果の説明等
平成18年度より、枚方市生活排水処理計画に基づき公共下水道事業区域と浄化槽事業区域に区分し、東部地区
において公設浄化槽事業を実施している。現在、１０基を設置しているが、平成２０年度以降、希望者がなく実績は
ない。
なお、設置した浄化槽の管理は下水道施設維持課において、業務委託している。
計画目標値をわずかに下回ったことから評価をＢとした。
今後の取り組みの方向性・展開方針
下水道ビジョン及び経営計画を策定し、その方針に基づき計画的に整備を進める。
対象区域における建物所有者の希望者に対して、公設浄化槽事業の設置を行う。

基本施策評価表（下水道事業）
事務事業名

河川計画事務

2:やすらぎのなか、世代をつないで住み続
けるまち
21:快適でやすらぎのあるまちをつくる
211:安全で快適なまちをつくる
21199:その他
河川計画事務

第4次総合計画体系

下水道ビジョンの基本方針

参考資料
No 6

雨 ①浸水被害の軽減に向けた整備の方針
水 ②10年確率に対応した雨水整備の方針
事
業

事務事業目的
枚方市が管理する準用河川の整備を進めるために、全体計画を立案し、又は変更し、準用河川の整備促進を図
る。

計画主要施策

□ 浸水被害の軽減

計画主要施策の概要・取り組み目標

H23年度 実績（成果）

〔概要〕
準用河川５河川のうち３河川は、
ほぼ改修済み。２河川（穂谷川・
宗谷川）は、下流一級河川の整 下流の一級河川を管理してい
備（大阪府）進捗に合わせて整備 る大阪府と協議調整を行って
方針・整備内容について関係機 いる。
関との協議調整を行う。
〔目標〕
洪水による災害発生の軽減

評価

-

計画の策定回数 （目標）
計画の策定回数 （実績）

基本施策 総合評価

Ｈ２１ ０回

Ｈ２２ ０回

Ｈ２３ ０回

Ｈ２４

-

評価結果の説明等
河川計画については、事業の具体化や整備指針等の改定に合わせて策定することから、目標の設定はなじまな
いので、評価はしておりません。

今後の取り組みの方向性・展開方針
下水道ビジョン及び経営計画を策定し、その方針に基づき計画的に事務を進める。
下流一級河川の整備について、大阪府へ要望を継続して行う。
なお、この業務は土木部の事務事業として、下水道部職員が併任して事務を行っている。

基本施策評価表（下水道事業）
事務事業名

下水道台帳補正業務

2:やすらぎのなか、世代をつないで住み続け
るまち
21:快適でやすらぎのあるまちをつくる
211:安全で快適なまちをつくる
21199:その他
下水道台帳補正業務

第4次総合計画体系

下水道ビジョンの基本方針

参考資料
No 7

雨
⑤施設の維持・更新の方針（汚水）
汚
⑥施設の適切な維持管理に向けた方針（雨
水
水）
事
業

事務事業目的
市域内の雨・汚水管の現況状況（管径・延長・勾配等）を把握し、下水道の財産管理、施設の維持管理及び開発指
導業務に役立てる。

計画主要施策

■ 施設の適正管理
□ 長寿命化

台帳整備面積 （目標）
台帳整備面積 （実績）

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〕
前年度の公共下水道整備箇所に
おける下水道台帳の補正
〔目標〕
下水道の財産管理、施設の維持
管理

H23年度 実績（成果）

公共下水道の台帳整備 …
21ha
経年変化修整 管路延長
19.9ｋｍ
（雨水 10.0ｋｍ 汚水 9.9ｋ
ｍ）

評価

A

前年度に整備された施設の台帳整備
Ｈ２１ 3121ha Ｈ２２ 3217ha Ｈ２３ 3238ha Ｈ２４

A

評価結果の説明等
下水道台帳の補正業務については、前年度に整備または、開発等による移管された下水道施設を法に基づき台
帳整備するもので、平成２３年度は、目標どおり業務を完了していることから、評価をAとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

下水道ビジョン及び経営計画を策定し、その方針に基づき計画的に事務を進める。
今後も前年度に市施工や移管された公共下水道の台帳整備を行う。

基本施策評価表（下水道事業）
事務事業名

下水道開発指導事務

2:やすらぎのなか、世代をつないで住み続
けるまち
21:快適でやすらぎのあるまちをつくる
211:安全で快適なまちをつくる
21199:その他
下水道開発指導事務

第4次総合計画体系

下水道ビジョンの基本方針

参考資料
No 8

雨
水環境の保全
汚
快適な生活環境の創造
水
安全･安心な市民生活の確保
事
業

事務事業目的
都市計画法、枚方市開発事業等の手続き等に関する条例、開発指導要綱等を遵守させることにより地域の特性を
生かした下水道の整備を図り、良好なまちづくりに寄与する。

計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

〔概要〕
開発協議、宅地造成協議、建築
水環境の保全
確認等の申請に係る審査、検
■ 快適な生活環境の創造
査、指導事務
□ 安全･安心な市民生活の確保 〔目標〕
下水道の整備及び良好なまちづ
くり
開発関係条例の申請 （目標）
開発関係条例の申請 （実績）

Ｈ２１ ８７２件

基本施策 総合評価

H23年度 実績（成果）

評価

平成23年度開発等申請件数
… 884件
現地調査 373件、 現地検査
248件、 書類審査 263件

A

開発等に係る申請による協議
Ｈ２２ ８２０件 Ｈ２３ ８８４件

Ｈ２４

A

評価結果の説明等
下水道開発指導業務については、開発等に係る条例等による申請に基づく協議であり、平成２３年度は、目標ど
おり業務を完了していることから、評価をAとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

下水道ビジョン及び経営計画を策定し、その方針に基づき計画的に事務を進める。
今後も開発指導に係る業務を円滑に行う。

基本施策評価表（下水道事業）
事務事業名

工場等届出規制指導事業（下水）

1:人と自然が共生する環境保全のまち
12:健康に生活できる安全な環境をつくる
122:良好な生活環境を確保する
12202:事業者への公害防止指導の実施
工場等届出規制指導事業（下水）

第4次総合計画体系

下水道ビジョンの基本方針

参考資料
No 9

汚 水環境の保全
水 快適な生活環境の創造
事 安全･安心な市民生活の確保
業

事務事業目的
工場等における下水道排除基準遵守状況、除害施設の稼働状況を確認し、下水道施設の保全を図る。

計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

〔概要〕
・下水関係法令に基づく申請、届
出の受理・審査
水環境の保全
・事業所立入検査（採水を含む）
快適な生活環境の創造
・排除基準違反工場等に対する
■
安全･安心な市民生活の確保 基準遵守の指導
〔目標〕
全ての工場・事業場が排除基準
に適合する。
排除基準適合率 （目標）
排除基準適合率 （実績）

Ｈ２１ ７５．８％

基本施策 総合評価

SS

H23年度 実績（成果）

評価

下水道施設の保全のため、工
場・事業場に対し届出などの
指導や立入調査を実施（立入
検査123件）。

SS

前年度の適合率を上回る
Ｈ２２ ８０．０％ Ｈ２３ ９２．９２％

Ｈ２４

評価結果の説明等
工場等届出規制指導業務については、年々成果が上がっており、平成２３年度は、目標を大幅に上回ったことか
ら、評価をSSとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

下水道ビジョン及び経営計画を策定し、その方針に基づき計画的に事務を進める。
工場排水の水質分析について、採水を除く分析業務をすべて委託とする。なお、採水、工場指導については、今
後も引き続き直営で実施する。

基本施策評価表（下水道事業）
参考資料
No 10

事務事業名

河川及び下水道管理事務

第4次総合計画体系

2:やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるま
ち
21:快適でやすらぎのあるまちをつくる
211:安全で快適なまちをつくる
21199:その他
河川及び下水道管理事務

下水道ビジョンの基本方針

雨
水環境の保全
汚
快適な生活環境の創造
水
安全･安心な市民生活の確保
事
業

事務事業目的
市域の水路及び下水道施設の財産管理及び維持管理をすることにより、災害等から市民の財産を守る。また、正
常な流水機能を管理し、維持することにより生活環境の改善に役立てる。

計画主要施策

計画主要施策の概要・取り組み目標

H23年度 実績（成果）

〔概要〕
･水路等の占用許可及び占用料
の徴収 ・国、府の管理する水路
水環境の保全
等の占用許可の経由事務 ・水
平成23年度 占用等申請件数
快適な生活環境の創造
路、下水道等に関する苦情、要
□
162件
安全･安心な市民生活の確保 望、事故等の処理事務
〔目標〕
正常な流水機能の管理及び維持
による生活環境の改善
占用等の許可・経由 （目標）
占用等の許可・経由 （実績）

基本施策 総合評価

Ｈ２１ ２３０件

占用等に係る申請処理
Ｈ２２ １６７件 Ｈ２３ １６２件

評価

A

Ｈ２４

A

評価結果の説明等
河川・下水道管理業務については、河川や下水道占用等に係る事務処理であり、平成２３年度は、目標どおり業
務を完了していることから、評価をAとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針
下水道ビジョン及び経営計画を策定し、その方針に基づき計画的に事務を進める。
今後も、河川・下水道管理に係る業務を円滑に行う。
なお、河川業務は土木部の事務事業として、下水道部職員が併任して事務を行っている。

基本施策評価表（下水道事業）
事務事業名

水洗便所改造資金補助事業

1:人と自然が共生する環境保全のまち
12:健康に生活できる安全な環境をつくる
121:清らかな水を確保する
12101:下水道（汚水）の普及・促進
水洗便所改造資金補助事業

第4次総合計画体系

下水道ビジョンの基本方針

参考資料
No 11

汚
水
③未接続家屋の解消に向けての方針
事
業

事務事業目的
し尿及び雑排水を公共下水道に直接排除できるようにする工事をしようとする者に対し、必要な資金の一部を補助
すること及び融資あっせんすることにより水洗化の促進をすすめる。

計画主要施策

水環境の保全
快適な生活環境の創造
■ 未接続家屋の解消

計画主要施策の概要・取り組み目標

H23年度 実績（成果）

〔概要〕
公共下水道処理区域の供用開始
から３年以内の改造工事に対し、
資金補助を行う。また、工事資金 平成23年度実績 補助金703
の融資あっせんも行っている。
戸、融資あっせん6戸。
〔目標〕
正常な流水機能の管理及び維持
による生活環境の改善

評価

A

補助金交付及び融資戸数 （目標） 補助金対象家屋及び融資あっせん希望者に対しての適正審査
補助金交付及び融資戸数 （実績） Ｈ２１ ８２７件

基本施策 総合評価

Ｈ２２ １１４０件

Ｈ２３ ７０９件

Ｈ２４

A

評価結果の説明等
水洗便所改造資金補助事業については、水洗化を促進し、適正な使用料を確保するため、公共下水道への接続
にあたり、宅内改造への補助金や融資を行うもので、平成２３年度は、目標どおり業務を完了していることから、評価
をAとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

下水道ビジョン及び経営計画を策定し、その方針に基づき計画的に事務を進める。
今後も、水洗便所改造資金補助事業係る業務を円滑に行う。

基本施策評価表（下水道事業）
事務事業名

公共下水道促進事務

1:人と自然が共生する環境保全のまち
12:健康に生活できる安全な環境をつくる
121:清らかな水を確保する
12101:下水道（汚水）の普及・促進
公共下水道促進事務

第4次総合計画体系

下水道ビジョンの基本方針

参考資料
No 12

汚
水
③未接続家屋の解消に向けての方針
事
業

事務事業目的
水洗化を促進し、快適な生活環境と公共水域の水質の保全に資する。

計画主要施策

水環境の保全
快適な生活環境の創造
■ 未接続家屋の解消

計画主要施策の概要・取り組み目標

H23年度 実績（成果）

評価

〔概要〕
水洗化を促す戸別訪問の実施。
適正な水洗化を行うために、排水
設備計画確認申請書の審査並び
に完成検査を行う。
〔目標〕
早期に公共下水道への接続。適
切な水洗化。

平成23年度実績 水洗化期限
を超えた改造済家屋 ５６０戸
・実態調査 ８７３件
・協力依頼 １７５件
・改造義務通知 １５６件
・改造への勧告 ８１８件

S

水洗化率 （目標）
水洗化率 （実績）

基本施策 総合評価

前年度の水洗化率を上回る
Ｈ２１ ９２．３％ Ｈ２２ ９２．６％ Ｈ２３ ９６．７％ Ｈ２４

S

評価結果の説明等
公共下水道促進事務については、水洗化を促進し、適正な使用料を確保するため、公共下水道への接続を進め
るための戸別訪問や排水設備関係の審査事務等を行っている。平成２３年度は、目標を上回る達成から評価をSとし
た。

今後の取り組みの方向性・展開方針

下水道ビジョン及び経営計画を策定し、その方針に基づき計画的に事務を進める。
今後も、未水洗家屋への水洗化の促すため、パンフレットの配布や戸別訪問等を実施する。

基本施策評価表（下水道事業）
参考資料
No 13

事務事業名

河川・水路・法定外水路境界明示事務

第4次総合計画体系

2:やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるま
ち
21:快適でやすらぎのあるまちをつくる
211:安全で快適なまちをつくる
21199:その他
河川・水路・法定外水路境界明示事務

下水道ビジョンの基本方針

雨
水
⑥施設の適切な維持管理に向けた方針
事
業

事務事業目的
下水道部所管の公共用地とこれに隣接する土地との境界を確定し、公共財産の適正な管理を行う。

計画主要施策

水環境の保全
□

施設の適切な維持管理

計画主要施策の概要・取り組み目標

〔概要〕
本市が管理する水路に隣接する
土地所有者からの申請に基づ
き、その土地と水路等の境界に
ついて、双方立会協議の上定め
る。
〔目標〕
公共財産の適正な管理

H23年度 実績（成果）

平成23年度実績
水路・下水道
・新規明示筆数 107筆
・既明示証明件数 26件

境界新規明示申請等（目標）

明示申請に係る申請処理

境界新規明示申請等（実績）

Ｈ２１ １１２件 Ｈ２２ ８５件 Ｈ２３ １３３件 Ｈ２４

基本施策 総合評価

評価

A

A

評価結果の説明等
河川・水路・法定外水路境界明示事務については、申請に基づき適切に事務等を行っている。平成２３年度は、
目標どおり業務を完了していることから、評価をAとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

下水道ビジョン及び経営計画を策定し、その方針に基づき計画的に事務を進める。
河川及び法定外水路については、土木部に移管され、併任事務により事務処理を行っている。

基本施策評価表（下水道事業）
事務事業名

ポンプ場維持管理事業

2:やすらぎのなか、世代をつないで住み続
けるまち
21:快適でやすらぎのあるまちをつくる
213:まちの安心・安全を高める
21399:その他
ポンプ場維持管理事業

第4次総合計画体系

下水道ビジョンの基本方針

参考資料
No 14

①浸水被害の軽減に向けた整備の方針
雨 ③ポンプ場整備の方針
水 ⑥施設の適切な維持管理に向けた方針
事 ⑦耐震化等
業

事務事業目的
市内各ポンプ場における機器の整備を継続的に行うことにより、降雨時の排水運転を円滑に行い、浸水を防止す
る。

計画主要施策

□ 浸水被害の軽減

計画主要施策の概要・取り組み目標

〔概要〕
年間を通して、保守点検及び定
期的な点検補修等を行っている。
〔目標〕
年間を通じて、週1回ポンプの点
検運転及び市内各施設の保守点
検・整備を行う。

排水運転時間 （目標）
排水運転時間 （実績）

基本施策 総合評価

Ｈ２１ 590ｈ

H23年度 実績（成果）

●点検委託
１４件
●補修工事
６件
●直営による週１回の保守点
検整備

評価

A

ポンプ場の円滑な運転
Ｈ２２ 369ｈ Ｈ２３ 448ｈ Ｈ２４

A

評価結果の説明等
ポンプ場の維持管理については、大雨に備え定期点検を日常から行い、必要に応じて運転を行っている。平成23
年度は、前年度に比較して大型台風や大雨の回数が多く、ポンプ排水運転時間が多くなっているが、目標どおり業
務を完了していることから、評価をAとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

下水道ビジョン及び経営計画を策定し、その方針に基づき計画的に事務を進める。
ポンプの維持管理業務の状況・規模、職員の配置状況等の検証を行ない、浸水防止に努める。

基本施策評価表（下水道事業）
事務事業名

景観水路利用推進事業

1:人と自然が共生する環境保全のまち
13:自然と仲良く暮らすまちをつくる
132:人と自然との共生を図る
13205:景観水路の利用推進
景観水路利用推進事業

第4次総合計画体系

下水道ビジョンの基本方針

参考資料
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雨
⑥施設の適切な維持管理に向けた方針
水
事
業

事務事業目的
景観水路の適切な維持管理を行い、市民の憩いの場として、親しまれる水辺の空間を提供する。

計画主要施策

□ 施設の適切な維持管理

計画主要施策の概要・取り組み目標

〔概要〕
直営及び委託により、景観水路を
定期的に保守点検及び清掃し、
その安全に努めている。
●施設名 香里こもれび水路、
出口水面廻廊、せせらぎ水路
●管理内容 日常管理、水路清
掃、樹木管理、水質管理、等
〔目標〕
年間を通じて、市内３箇所の景観
水路施設の点検・清掃等を行う。

委託業務件数 （目標）
委託業務件数 （実績）

基本施策 総合評価

Ｈ２１ 8件

H23年度 実績（成果）

景観水路の適切な維持管理
を行い、市民の憩いの場とし
て、親しまれる水辺の空間を提
供し景観及び安全確保に努め
た。

評価

A

景観水路の適切な管理
Ｈ２２ 8件 Ｈ２３ 7件 Ｈ２４

A

評価結果の説明等
景観水路利用促進事業については、雨水幹線の整備にあたって幹線沿いや暗渠の上部空間を都市の貴重な
オープンスペースとして位置づけ、親水性にあふれた空間づくりを行っている。平成23年度は、目標どおり業務を完
了していることから、評価をAとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

下水道ビジョン及び経営計画を策定し、その方針に基づき計画的に事務を進める。
施設を多くの市民に利用してもらうためのPRやイベント等を含む利用促進に努める。

基本施策評価表（下水道事業）
事務事業名

下水道維持管理事業

2:やすらぎのなか、世代をつないで住み続
けるまち
21:快適でやすらぎのあるまちをつくる
211:安全で快適なまちをつくる
21199:その他
下水道維持管理事業

第4次総合計画体系

下水道ビジョンの基本方針

参考資料
No 16

雨
汚 ⑥施設の適切な維持管理に向けた方針
水
事
業

事務事業目的
河川、水路、管渠（汚水・雨水）、その他下水道施設の維持補修清掃等を迅速に実施し、施設の衛生環境や機能の
保全を図る。

計画主要施策

□ 施設の適切な維持管理

計画主要施策の概要・取り組み目標

H23年度 実績（成果）

〔概要〕
河川、水路、管渠（汚水・雨水）、
その他下水道施設の補修清掃等
を実施している。
〔目標〕
年間を通して、市民からの要望等
に対し、迅速に対処する。

●要望件数
１，２１５件
●補修清掃等 直営 １，１６
３件 請負等 ２０７件
●移管引継ぎ 管渠 ８，５６
８．１ｍ 水路 ９３４．９９ｍ 人
孔・桝 １，１０２箇所

維持補修清掃等実施件数（目標）
維持補修清掃等実施件数（実績） Ｈ２１ 1288件

基本施策 総合評価

下水道施設の適切な管理
Ｈ２２ 1368件 Ｈ２３ 1215件

評価

A

Ｈ２４

A

評価結果の説明等
下水道維持管理事業については、業務の状況・規模、職員の配置状況に応じて、直営・請負工事に分け、市民要
望に迅速に対応し、施設の衛生など機能の保全に努めている。平成23年度は、目標どおり業務を完了していること
から、評価をAとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針

下水道ビジョン及び経営計画を策定し、その方針に基づき計画的に事務を進める。
職員配置を勘案し、直営と請負を並行し効率的に迅速な対応をしていく。

