
各施策の進め方
［再掲］数値目標

参　考

スケジュール
計画 構想

短期 中期 長期

今後3～5ヵ年
以内

今後当面する
10ヵ年 21世紀中葉

短期 中期 長期

：調査検討期間 ：達成度

：調査・検討 ：実施（導入・着手を含む） ：完了（継続も含む）

3～ 5ヵ年 ～ 10 年 10 年～
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施設整備戦略
（1/2）

施策体系 主要施策
スケジュール
計画 構想

短期 中期 長期

次世代型水道システムの展望（計画と構想の視点）

施策更新

水道アセットマネジメ
ントシステムの構築

浄水施設の更新

●水道アセットマネジメントに基づく施設整備の推進
ー水需要の動向に見合った効率的な施設整備の推進
◇システムの安定性を活かした大規模浄水施設の耐用年数延伸
◇優先整備する浄水処理系統の設定
◇実需に見合った電気・機械設備の適正配置
ー既存ストックを活かした切迫度の高いリスクへの合理的な対応
◇システム安定性評価によるリスク管理

●水道システムの変革に関する調査検討
ー次世代型浄水システム
ー水需要動向に即した浄水場内の浄水処理系統再編
ー浄水場再配置・コンパクト化による地域（市内）分散型浄水シス
テム

●今日的視点に立った優先順位に基づく施設更新

管路の更新

●今日的視点に立った優先順位に基づく経年管更新

●鋳鉄管更新の促進・前倒し（ペースアップ）

●初期ダクタイル鋳鉄管の更新（着手）

総合的なライフライン機能の強化（新たな配水施設の投入）

給・配水拠点の整備

●給・配水拠点整備の推進
ー拠点配水場の建設・再整備
ー配水池の増設

●配水管理システムの高度化

幹線ネットワークの
強化

●幹線ネットワーク強化の推進
ー環状送水管ネットワークの構築
ー大容量配水幹線の布設
ー系統連絡管の布設
ー隣接する水道事業体との緊急時用連絡管の整備

各施策の進め方

次世代型
水道システム

既存ストックの
有効活用
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参　考

（2/2）

施策体系 主要施策
スケジュール
計画 構想

短期 中期 長期

コスト縮減対策

コスト縮減対策

●実施方針に基づくコスト縮減施策の継続的な実施

●コスト縮減につながる高付価値型施設整備の推進

●アセットマネジメントに基づく効率的な施設更新と維持管
理の推進
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（1/3）

施策体系 主要施策
スケジュール
計画 構想

短期 中期 長期

事業継続マネジメント ●「事業継続計画」の策定

水量管理

水資源の安定確保

水需要の動向把握

高位予測［リスク管理及び政策（構想）］

中位予測［リスク管理及び政策（計画）］

低位予測［経営分析］

総合的な水運用に係
る危機管理シミュレ
ーション

●浄水場停止時における安定した水量管理体制の確立
－幹線ネットワーク強化による浄水場系統間の相互応援
－配水拠点整備による浄水場系統間の相互応援
－隣接する他都市との緊急時用連絡管の整備

●市内側の突発事象に対する緊急水運用計画の策定

水質管理

大阪市水道・水質管
理計画の推進

●「大阪市水道・水質管理計画」の策定、運用による信頼性
の高い水質管理システムの確立

水質の監視及び検
査体制の強化

●水道GLP（水道水質検査優良試験所規範）による水質検
査の信頼性保証システムの運用

●未規制化学物質等に対する迅速な分析と機動的な調査
体制の確立
－バイオアッセイによる未規制等化学物質の総合的なリスク分析
◇環境ホルモンのリスク評価
－水系感染症の迅速測定体制の確立
◇PCR法による病原性原虫（クリプトスポリジウム・ジアルジア）検
査体制の確立

－遺伝子（ヒトDNAチップ）を指標とした水道水質の包括的安全性
評価

●原水水質連続監視システムの構築

危機管理戦略

（定期的な点検・見直し）

（毎年のPDCAサイクルによる点検・見直し）

（定期更新）
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参　考

（2/3）

施策体系 主要施策
スケジュール
計画 構想

短期 中期 長期

水質管理

既存ストックを活かし
た浄水処理性能の
安定確保

●高度浄水処理を基軸とした浄水処理性能の向上
ー凝集制御の高度化による固液分離プロセスの安定性向上
ー2段オゾン処理の特性を活かした高度浄水処理プロセスの最適化
ー促進酸化法の導入検討

●既存ストックを活かした浄水水質のリスク管理強化
ー重要管理点の抽出並びに現有施設におけるリスク対応能力の評価
ー水源等の水質事故シミュレーションに基づく現有施設運用の再評価

浄水プロセス管理の
標準化

●浄水場品質マネジメントシステム（ISO9001）による
P→D→C→Aサイクルの導入と運用

鉛給水管対策の推進
●効率的な取替による鉛給水管（道路部分）の早期解消

●広報の強化による鉛給水管（宅地内部分）の取替促進

水質管理に関する
リスクコミュニケーション

●水道水質に関するリスクコミュニケーション手法の確立
ー「大阪市水道・水質管理計画」の公表
ー各種リスクコミュニケーションツールの導入
◇大阪市水道水の品質保証ステッカーの作成、活用に関する検討
◇専用ウェブサイトの設置
◇定期的なお客さまインターネットアンケートの実施
◇水質相談に関する水質診断カルテの作成、活用

水 安 全 計 画
（WaterSafetyPlan）
の策定と推進

●「大阪市水安全計画（Osaka City Water Safety Plan）」
の策定、運用による包括的な水質管理システムの構築

災害対策

プラン21の推進

●プラン21における重点施策の継続的な推進

●「耐震スケルトン」のネットワーク構築
ー耐震化重点ラインにおける浄水施設の耐震化
ー配水幹線の耐震化
ー防災拠点に至る配水小管の耐震化
ー浄・配水池の耐震化

●高規格耐震管路網の構築

（毎年のPDCAサイクルによる点検・見直し）
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（3/3）

施策体系 主要施策
スケジュール
計画 構想

短期 中期 長期

災害対策

東南海・南海地震対策

●リスク評価に基づくLCCの最適化を考慮した耐震化投資
額の検討

●淀川の津波遡上に伴う柴島浄水場取水停止対策

風水害対策

●内水氾濫に伴う施設内浸水の防止

●外水氾濫に伴う浸水被害の軽減と被害終息後の水の安
定供給
ー浄水場機能の停止及び施設破損等を想定した緊急水運用計画
の策定

ー浸水被害終息後に発生する清掃用の水使用量の分析

渇水対策
●渇水シミュレーションに基づく対策マニュアルの強化

●原水調整池の整備

施設安全管理対策

●テロ対策の徹底強化
ー水質異常監視の強化
◇原水水質連続監視装置、浄水処理過程における水質連続監
視計 等

ー危機管理シミュレーションに基づく事前・事後対策に関する調査
研究

水道局災害情報
システム

●システムを活用した災害訓練の実施

●システム機能の拡充強化
ー地震被害予測支援
ー応援受入れ活動支援
ー広報支援
ー通信ネットワークの強化及び災害情報端末の増設

●他ライフライン事業者と連係した相互連関システムの構築

●広報・広聴活動の充実
ー水道Webサイトと連携したクライシスコミュニケーション手法の検討

救命ライフライン構想

●病院ライフライン
ー震災リスクマネジメント手法の開発・導入
ー震災時を想定した病院とのリスクコミュニケーション

●消防ライフライン
ー防災性向上重点地区における管路の優先的な耐震化
ー消防部局との連携による消防水利情報支援システムの確立

（定期的な点検・見直し）

（継続的に拡充・強化）

（継続的に実施）
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参　考

（1/1）

施策体系 主要施策
スケジュール
計画 構想

短期 中期 長期

環境負荷低減化対策

省エネルギー対策

●既存設備の更新に伴う省エネルギー化の推進
ーポンプ設備（取水ポンプ・送水ポンプ・揚水ポンプ・配水ポンプ）
の回転速度制御化

ー1次配水場における配水ポンプ・流出管網の再編整備
ー高効率型機器の導入

●未利用エネルギーの有効活用
ー浄・配水場水力発電フレームワークの構築
◇現有施設の導入
◇施設更新・改良時の導入に向けた調査検討

●新エネルギー等の開発・導入
ー電力貯蔵システム
ー燃料電池
ーコジェネレーション 等

省資源対策

●脱水ケーキの減量化と性状改善システム構築による有価物化

●脱水ケーキの有効利用拡大に向けた研究開発

●アウトソーシングによる建設発生土の埋め戻し土リサイクル

水道資源を活用した新たな都市環境貢献策の推進

都市環境用水への
用途拡大

●市域全域を対象とした構造的なヒートアイランド対策に係
る補完的な水源としての水道水の効率的利活用
ー空調室外機の排熱対策
ー保水性舗装への給水システム

●屋上・壁面緑化等、都市緑化の水源
ー3階建て建物の屋上緑化に対する直結直圧給水拡大

●本市水道の施設を活用したヒートアイランド対策モデル
事業の実施

浄・配水場の有効活用

●浄・配水場を拠点にしたクーリングスポット整備モデル事
業の推進

●浄・配水場施設の更新計画に併せたオープンスペースの
有効利用

短期 中期 長期

【地球環境戦略】
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（1/2）

施策体系 主要施策
スケジュール
計画 構想

短期 中期 長期

大阪市水道おいしい水計画の推進

おいしい水指標の設
定と目標達成に向け
た水質管理

●水づくりにおける「おいしい水指標」の設定

●浄水場マネジメントシステム（ISO9001）におけるおいしい
水づくりの理念導入

●水のおいしさに関するお客さまとのコミュニケーション
（インターネット等による定期的な意識調査の実施）

● 「おいしい水指標」達成のための水質管理目標値の設定

配水システムにおけ
る水質管理の強化

●残留塩素濃度制御の最適化
ー塩素の分散（多点）注入システムへの移行

●経年配水管の計画的な更新
ー管路内水質の保全性の高い管材料導入

●配水管内の計画的洗浄排水作業の実施

直結給水範囲の拡
大と貯水槽水道の
衛生管理の強化

●貯水槽水道の適性管理に関する設置者とのリスクコミュ
ニケーションの強化

●直結給水範囲の拡大
ー4～5階建て建物への直結直圧給水拡大
◇配水ポンプの高揚程化
◇低水圧地区への給水水圧向上
◇漏水対策
◇給水器具対策
ー直結増圧給水における適用口径の拡大（50mm→75mm）

●小学校校舎内オール直結給水化モデル事業の実施

広域視点に立った水道事業展開
他自治体との広域的
な連携の推進 ●緊急時用連絡管整備等による他都市との連携

技術業務の包括受託

●水道法に基づく第三者業務委託制度を活用した技術業
務の包括受託

●官民パートナーシップによる水道事業運営を通じた技術コ
ンサルティング業務の包括受託

高付加価値型調査研究の推進

高付加価値型調査
研究の推進

●新規施策に対するフィージビリティ・スタディ（実行可能調
査）を含めた調査研究課題の体系化

●産官学の連携による調査研究体制の構築

【技術拠点戦略】
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参　考

（2/2）

施策体系 主要施策
スケジュール
計画 構想

短期 中期 長期

国際貢献

国際貢献

●国やJICA国際協力機構と連携した国際協力の推進

●姉妹・友好・ビジネスパートナー都市間の技術交流促進

●海外都市に対する水道技術コンサルティングの推進

●国際会議への参加に伴う水道先進諸国との技術コミュニ
ケーション（情報交換・情報発信）

●国際協力事業を通じた本市水道技術の発展、技術継承、
人材育成
ー国際競争力の醸成
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〈 数 値 目 標 〉
現状 目標

備考
計画 構想

管路の更新

ダクタイル鋳鉄管・鋼管率（％）
管路総延長に対するダクタイル鋳鉄管・鋼管延長
の割合

82.5 95 100 水道事業
ガイドラインPI

管路更新率（％）
管路総延長に対する更新された管路延長の割合

0.8 1.2以上 ̶ 水道事業
ガイドラインPI

有効率（％）
総給水量に対する有効水量（消費者に配られた
水、管路の維持管理などに使用した水など）の割合

93 95 98 水道ビジョン

給・配水拠点の整備

配水池貯留能力（日）
１日平均給水量に対する配水池容量の割合

0.58 0.60 0.75 水道事業
ガイドラインPI

工事コスト縮減率（％）
平成15（2003）年度をベースにした工事コスト
縮減の割合

3.7
10

〔平成19年〕（2007）
̶

大阪市公共工事
コスト縮減に
かかる実施方針

〔平成16年〕（2004）

現状 目標

計画 構想〔平成16年〕（2004）

施設整備戦略

［再掲］数値目標

総合的なライフライン機能の強化

コスト縮減対策

施設更新
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参　考

危機管理戦略

〈 数 値 目 標 〉
現状 目標

備考
計画 構想

総合的な水運用にかかる危機管理シミュレーション

シミュレーションに基づく浄水場停止時の応援水量充足率（％）
各浄水場が停止した場合に他からの応援により確保できる水量の割合

柴島浄水場（上系）停止時 42 42 100

本市水道
による指標

柴島浄水場（下系）停止時 69 91 100

庭窪浄水場停止時 14 80 100

豊野浄水場停止時 58 100 100

鉛給水管対策の推進

鉛給水管延長（㎞）
道路部分における鉛給水管残延長

477
267

〔平成20年〕（2008）
0 水道ビジョン

鉛給水管率（％）
道路部分に鉛給水管を使用している戸数の全給水
世帯に対する割合

13.7
8.6

〔平成20年〕（2008）
0 水道事業

ガイドラインPI

プラン21の推進
配水池耐震施設率（％）
総配水池容量に対して、大阪市内で震度７クラスの
地震（上町断層地震）が発生しても耐えうる配水池
容量の割合

15.4 25 100 水道事業
ガイドラインPI

管路の高規格耐震化率（％）
離脱防止継手のダクタイル鋳鉄管等、高規格耐震
管の延長割合

12.4 25 100 水道事業
ガイドラインPI

震災後水供給充足率（％）
実需要（1日平均給水量）に対して
震災後に供給可能な水量の割合

東南海･南海
地震クラス 78 98 100

本市水道
による指標兵庫県南部

地震クラス 22 61 100

風水害対策

内水氾濫浸水施設率（％）
取・浄・配水場および工事事務所、営業所の箇所数に対
する内水氾濫時で浸水被害が想定される施設の割合

17 0 ー 本市水道
による指標

〔平成16年〕（2004）

現状 目標

計画 構想〔平成16年〕（2004）

災害対策

水量管理

水質管理
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【地球環境戦略】

〈 数 値 目 標 〉
現状 目標

備考
計画 構想

省エネルギー対策

水力発電設備設置箇所数
水力発電設備が設置された浄・配水場数

1 6 12 本市水道
による指標

省資源対策

浄水発生土の有効利用率（％）
浄水発生土量に対する有効利用土量の割合

45.1 － 100 水道事業
ガイドラインPI

建設副産物のリサイクル率（％）
建設副産物排出量に対するリサイクルされた建設副
産物の割合

99.7 － 100 水道事業
ガイドラインPI

都市環境用水への用途拡大

環境用水利用率（％）
環境用水として利用される水量の総給水量に対する
割合

0.9 1.6 5.0 本市水道
による指標

〔平成16年〕（2004）

現状 目標

計画 構想〔平成16年〕（2004）

環境負荷低減化対策

水道資源を活用した新たな都市環境貢献策の推進
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参　考

【技術拠点戦略】

〈 数 値 目 標 〉
現状 目標

備考
計画 構想

おいしい水指標の設定と目標達成に向けた水質管理

直接飲用率（％）
アンケートにおいて水道水を直接飲用※）すると回
答した割合

86.3 － 100 水道事業
ガイドラインPI

配水システムにおける水質管理の強化

塩素臭から見たおいしい水達成率（％）
年間の残留塩素濃度の最大値が水質管理目標値
0.4mg/Lのときに100%、0.8mg/Lのときに
0%となる塩素臭低減化の割合

0 75 100 水道事業
ガイドラインPI

※）直接飲用 ： 「水道水を一度煮沸させ湯冷ましする」「水道水を浄水器などに通す」を含む

〔平成16年〕（2004）

現状 目標

計画 構想〔平成16年〕（2004）

大阪市水道おいしい水計画の推進
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