【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題
【安全な水の供給及び強靭な水道の実現に向けた取組】

経営課題１

※SDGs（持続可能な開発目標）とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、
2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016
年から2030年までの国際目標です。

主なSDGｓ

・ゴール６ 全ての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する
・ゴール９ 強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進
及びイノベーションの推進を図る
・ゴール11 包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する
・ゴール13 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる
・ゴール17 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞
【災害に強い水道づくり】
・災害発生時においても水が安定的に供給されている状態
・仮に、一時的に水の供給が停止しても早期の回復が可能な状態
【安全で良質な水の安定供給】
・より安全で良質な水を24時間365日、お客さまへご提供できている状態
・無線通信等を利用した水道スマートメータを導入し、水道スマートメータから得られるデータを水道トータルで活用し、水道のスマート化を実現する。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）
【災害に強い水道づくり】
〇南海トラフ巨大地震による被災リスクはかつてないほど高まっている中にあって、約5,200㎞の延長を有する管路の耐震管率（※）は29.8%（2018（平
成30）年度末）となっている。また、3浄水場8つの浄水処理系統のうち、耐震化された系統を有するのは庭窪浄水場の1系統のみであり、耐震化済み
能力は、243万㎥/日のうち、24万㎥/日（2018（平成30）年度末）となっている。
・停電対策として、配水場への施設運転用自家発電設備の整備は完了（2016（平成28）年度末）している。
※管路の耐震管率 ＝（耐震管延長）／（管路延長）×100
〇水道事業の継続及び早期再開を実現するための戦略計画として、「水道局事業継続計画（ＢＣＰ）」を2010（平成22）年に策定しており、災害対応の
研修や訓練の実施を通じてＰＤＣＡを回すとともに、近年の地震や風水害被害を踏まえ適宜改定している。
【安全で良質な水の安定供給】
〇高度浄水処理水を全市通水（2000(平成12）年3月）しており、かび臭などの異臭味は完全に除去できるなど水道水質は大きく改善している。
・しかし、依然として、水道水に対する不満にカルキ臭が挙げられるなど、お客さまニーズも多様化している。
・カルキ臭の対策として、水道法に基づく残留塩素濃度の基準(0.1mg/L以上）を遵守しながらも、できるだけ低く（0.4mg/L以下）抑えるよう、きめ細や
かなコントロ－ルに取り組んできている。
・より安全で良質な水道水の安定供給をめざし、水安全計画やその他の安全･品質管理の取組を統合した当局独自の｢水安全マネジメントシステム｣
を構築し、ISO22000(食品安全管理の国際規格)の認証を取得し運用している。(2008（平成20）年12月認証取得 公営の水道事業体としては世界初)
・水質試験所では、全国で初めて水道水質検査優良試験所規範（水道GLP）を取得し、水道水の水質検査・試験の精度を確保し、お客さまに信頼性
の高い水質検査結果をお知らせするよう努めている。（2005（平成17）年12月 認定取得）
〇管路施設については、これまで、漏水率低減を図るため、管路の耐震化のほか、管路の点検、維持・補修作業に取り組んでおり、漏水の未然防止
など、信頼性の高い水道システムの確保に努めてきた。
・この結果、全体的に漏水件数は減少傾向にあるため、今後も取組を継続する。
・しかし、管種別に見ると事故件数が横ばいとなっているものもあり、特に鋼管は口径が大きく漏水事故が発生した場合の影響が大きいため、対策
の強化が必要となっている。
・浄配水場の土木構造物は、経年化が進んでおり、点検時に劣化が生じている施設が確認されている。
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〇鉛給水管については、水道水中の鉛に係る水質基準が強化され、国が2013（平成25）年に策定した「新水道ビジョン」では、『一定規模の残存延長
を有する鉛給水管については、水道事業者が布設替計画を策定し、積極的に布設替えを推進することが望まれます』と明記された。
・1993（平成5）年度から2013（平成25）年度までの間、4次にわたる給水装置整備事業において道路部分の970kmの鉛給水管を解消し、繁華街・商
店街等の施工困難等路線を残したが、計画的な鉛給水管整備を終了した。
・2014(平成26)年度以降も施工困難等路線に残る鉛給水管解消に取り組み、2018(平成30)年度末時点において道路部分でお客さまが使用されてい
る鉛給水管の残延長は36kmとなっている。
〇水道スマートメータについては、国内においては、人口減少に伴う水需要の低下、人手不足に伴う検針員確保の困難化、省エネルギー化への社会
的要請などの様々な課題について、近年急速に発展する通信技術を活用して、水道のスマート化を進めていくことは必要不可欠である。
・課題解決を図るため、2018（平成30）年５月に局内にプロジェクトチームを立ち上げ、水道スマートメータ導入に向けた費用対効果や実現可能性等
の精査・検討している。
・2019（平成31）年４月からメータ検針の効率化、漏水の早期発見やお客さまサービスの拡充などを目的として、水道スマートメータを南港咲洲地区
の一部エリアに先行導入を実施した。これにより、無線による遠隔検針が可能となり、検針員が現地に出向くことなく、水道の使用水量が把握できると
ともに、1時間毎の検針データを用いて、水理計算による配水管内の水道水の流向や流速の時間変動について、きめ細かく把握することができた。
・今後は、先行導入エリアの拡大に向けて、費用対効果や先行導入によって得られた課題などについて精査・検討を進める必要がある。
〇柴島浄水場は、新大阪エリアのまちづくり方針等を踏まえ、浄水処理方式や施設配置など再構築に係る基本計画が必要となっている。
○舞洲・夢洲など臨海地域への水の安定供給を確保している。
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【様式２】
要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）
【災害に強い水道づくり】
〇南海トラフ巨大地震の発生時において、現状では、管路や浄水場の被害や停電により、広域的な断水が発生する恐れがある。
・「水道局事業継続計画（ＢＣＰ）」は、現時点で想定される災害時における当局の対応が中心となっている。
・しかしながら、大規模災害時には、他都市からの応援も受け入れながら対応することになるほか、今後、地震災害に加え、大規模水害、
水道施設テロなど、現時点の想定を超える水道水の安定供給を妨げる様々な脅威の増大が想定される。
・また、実際の震災時に、策定したＢＣＰに従って職員が適切に行動することができるよう、平常時から準備しておかなければならない。
【安全で良質な水の安定供給】
〇近年、安全性とおいしさの満足度の評価は上昇傾向を示し、これまでの浄水処理技術の
向上と安定供給の取組が一定の成果をあげていると考える。しかしながら、万が一
水質事故が発生した場合には満足度は低下すると考えられる。
〇給水装置整備事業終了後、鉛給水管が残る路線は商店街・繁華街等であり、お客さま
並びに沿道住民との施工調整に時間を要する。
〇口径が大きく、漏水事故時の被害規模が大きくなる鋼管は、特に現状より対策を強化
しなければ、お客さまへ多大な影響を及ぼすリスクがある。
〇当局の浄配水場土木構造物は、早くから都市の発展とともに整備を行っていたことから
経年化が進んでおり、法定耐用年数で更新すると膨大な費用が必要となる。
〇水道スマートメータを市内全域へ導入するための課題として、
水道スマートメータそのものの価格低減、安定的かつ効率的な通信規格の選定、
水道事業トータルの付加価値の創出などがある。
・特に価格については、小口径の水道スマートメータが、通常の水道メータに比べて 非常に高額なため、 本格的な導入に向けた最大の課題となっ
ている。
・また、全国的にみても実証実験を実施している自治体はあるものの、まだ本格的に導入している自治体はない。
〇柴島浄水場の再構築にあたっては、将来を見据えた浄水処理方式や、最適な施設配置とする必要がある。
〇夢洲まちづくりによる新たな水需要想定に対して、新たな施設整備が必要である。

課題（上記要因を解消するために必要なこと）
【災害に強い水道づくり】
〇切迫する南海トラフ巨大地震に対して、必要レベルの給水継続と早期復旧が可能となるよう、鋳鉄管等の非耐震管を短期集中的に更新し、管路耐
震化を促進するとともに、3浄水場において耐震化された浄水処理系統の確保とそれに併せた自家発電設備による停電対策等を推進する。
〇大規模災害時の他都市からの応援の受入れ体制や今後想定される様々な脅威に対応できるよう「水道局事業継続計画（ＢＣＰ）」を適宜拡充する
ほか、職員の災害対応能力の習熟など組織の危機管理体制を充実するとともに、地域や関係機関との連携強化、市民の防災意識の一層の向上を
図る必要がある。
【安全で良質な水の安定供給】
〇今後、お客さまの水道水の安全性とおいしさに関する満足度を向上させるためには、水質事故の発生を防止するとともに、更なるステップアップとし
て浄水処理の高度化に加えて水質事故の発生を抑制するための取組を有機的に結び付け、効果的に事業を推進する必要がある。
・水質事故発生を防止するための主な取組については、安全性、おいしさ、安定供給に関する取組として、原水水質や浄水処理過程、市内配水過
程での水質監視の強化、残留塩素濃度管理に関する取組があげられる。
計 ・多様化するお客さまニーズに対して、市内に分散配置されている二次配水場を拠点とした塩素分散注入システムの塩素注入制御をきめ細かくする
など各種取組を継続し、市内全域に均衡のとれた最適な残留塩素濃度制御を行う。
画 ・また、より安全で良質な水を提供し続けるために、微量な物質等の更なる除去など浄水処理技術の高度化に関する調査研究を推進していく。
〇管路施設について、定期的に劣化状況を把握し、適切な維持管理対策を実施して、大規模な漏水事故の未然防止及びお客さまへの断水等の影響
の抑制を図る必要がある。
・浄配水場土木構造物について、定期的な点検等の維持管理を適切に実施することにより、施設を良好な状態に保ちつつ長寿命化を図る必要があ
る。
〇お客さま並びに近隣居住者等の利害関係者に対して、これまで同様、工事施工の承諾を得るため継続して交渉するとともに配水管の布設替え工事
とも連携し、より効率的に鉛給水管の解消を図っていく必要がある。
〇水道スマートメータの導入を促進するため、2019（令和元）年７月に連携協定を締結した東京都や横浜市とメータ仕様の標準化による購入価格の低
減等の諸課題について検討を図るとともに、水道スマートメータの導入によって期待される水道トータルシステムへの付加価値向上の可能性につい
て、調査・検討する必要がある。
〇柴島浄水場の再構築に向け、基本計画を策定する。
〇夢洲まちづくりに向けて、夢洲地区への安全で良質な水の安定供給を確保するため、配水管等の整備とともに、ICTを活用した配水システム管理に
向けた整備など、必要となる施設整備を実施する。

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括
「めざす状態」に向けた戦略の進捗は、概ね順調であるが、一部目標未達成の具体的取組については改善策を講じ、着実に「安全な水の供給及び強
靭な水道の実現」に向けた戦略の推進を図る。
【戦略１－１災害に強い水道づくり】
○「管路の耐震化」については更新延長60ｋｍ以上の目標に対し、関係者との施工調整による工程遅延等によって実績値は、57ｋｍと未達成となった
が、アウトカム指標の管路耐震化率の令和４年度末目標35％の目標達成に向けては、概ね順調に進捗している（令和２年度末約32％）と評価する。
今後も不適正施工問題を踏まえ工事品質の確保を行っていくとともに、不断なく進捗管理を行い、更新延長を確保していく。
○「浄水場の耐震化や自家発電設備の設置」については、令和４年度末目標（南海トラフ巨大地震被災時における浄水処理可能量69万㎥/日以上）
に向け着実に進捗している。
自 ○「職員の災害対応にかかる認識の向上」「市民の防災意識の向上」については、令和４年度末目標の割合を現時点で上回っており取組を継続して
己 いく。

評
【戦略１－２安全で良質な水の安定供給】
価 ○「令和４年度まで年間浄水場水質事故をゼロする」については、令和２年度も０件であった。『ISO22000』に基づく水道水の安全・品質管理のもと、水
質基準を遵守すべく、適正な浄水処理はもとより、取・浄・配・給水過程における各過程に応じた適切なリスクマネジメントを継続していく。
〇「繁華街・商店街等の施工困難路線の道路部の鉛給水管の解消」については、令和４年度末目標（取替対象の道路部分に残る鉛給水管延長25km
以下）に向け順調に推移している。
〇「水道スマートメータの普及に向けた価格低減の取組の推進」については、目標の「スマートメータ導入拡大ビジョン」を策定・公表した。この中で導
入効果の創出や課題解決に向けた当面５か年の具体的取組とその後の方向性をとりまとめている。
〇「柴島浄水場の再構築」については、令和３年３月に市水道震災対策強化プラン21（基本構想）の改訂版（Ver.2.0）において、目標である柴島浄水
場の再構築に関する基本方針を定めた。
〇「夢洲まちづくりに向けての配水管布設業務」ついては、目標通り今年度に配水管布設業務を着手しており、令和６年度の完了に向けて関係部局と
綿密に調整を図りながら着実に施設整備を実施していく。
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【様式２】
めざす成果及び戦略

１－１

【災害に強い水道づくり】

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

戦略（中期的な取組の方向性）

・管路及び浄水場の耐震化や自家発電設備の設置など、着実に施設整
備が推進されている状態
・地震等災害時における水道事業の継続と早期復旧が可能な組織が構
築できており、地域・関係機関との連携と市民の防災力が向上している状
態

・切迫する南海トラフ巨大地震への備えを戦略的に進めるため、地震時に
被害が集中する鋳鉄管等の非耐震管を更新するとともに、併せて、重要
給水施設に至る管路の「耐震管」化に取り組む。加えて、浄水場における
被害を抑制し、浄水処理を継続するため、系統単位で耐震化を進めるとと
もに、これに併せて施設運転用自家発電設備を整備する。
・水道に関する被害想定を適宜点検・見直すとともに、職員に対して計画
的に訓練・研修を実施し災害対応の習熟を図るほか、他都市等からの応
援受入れ方法などを含めた、災害時の行動計画である「水道局事業継続
計画（BCP）」を継続的に改善する。また、多様な広報媒体の活用や、区・
地域との合同訓練などを利用し、水備蓄や応急給水の仕組みについての
市民の理解を深める。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
◇重点目標
・管路の耐震化（2022（令和4）年度末：管路の耐震管率35%）
（参考 南海トラフ巨大地震を前提とした評価）
2022（令和4）年度末：基幹管路の耐震適合率（※）71%
※耐震適合率とは、全体延長に対して、「耐震管」に地盤性状を勘案する
計 と耐震性があると評価できる「耐震適合管」を加えた延長の割合

画
・重要給水施設管路の耐震化
広域避難場所及び災害医療機関の全128箇所の内、20箇所完了（2022
（令和4）年度末）
◇重点目標
・浄水場の耐震化と自家発電設備の設置（2022（令和4）年度末：南海トラ
フ巨大地震被災時における浄水処理可能量69万㎥/日）
・職員の災害対応にかかる認識の向上（2022（令和４）年度末：職員の災
害対応にかかる理解度90％以上をめざす）
・市民の防災意識の向上（2022（令和４）年度末：応急給水の仕組みの理
解度90％以上維持をめざす）

戦略のアウトカム指標に
ア
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

課題

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

前年度 個別 全体

・管路の耐震管率32%（見込み）
・重要給水施設管路の耐震化 11箇所完了

自 ・南海トラフ巨大地震被災時における浄水処理
己 可能量24万m3/日
評
価

・管路の耐震管
率31%
・重要給水施設
の耐震化 11箇
所完了

南海トラフ巨大
地震被災時に
おける浄水処
理可能量24万
m3/日

職員の災害対応にかかる理解度90％以上：
96.8%
応急給水の仕組みの理解度90％以上維持：
100%

―
A

今後の対応方向
A

97.2%

Ａ

99.0%

Ａ

a

※有効性が「イ」の場合は必須

A

―
Ａ：順調 Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

※有効性が「イ」の場合は必須

ａ：順調
ｂ：順調でない

－3－

【様式２】
具体的取組１－１－１

【管路耐震化の推進】
30決算額 14,175百万 円 元予算額 13,027百万 円 ２予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・切迫する南海トラフ巨大地震の備えとして、地震時に特に被害が集中す
る鋳鉄管を耐震管（離脱防止型継手を有するダクタイル鋳鉄管及び鋼管）
に更新するとともに、併せて、重要給水施設に至る管路の「耐震管」化に
取り組み、震災時における断水被害の低減を図るべく、「管路耐震化促
進・緊急10ヵ年計画（2018（平成30）年度～2027（令和9）年度）」を推進す
る。
なお、計画の前期は現行体制のもと、年間60～70kmのペースで更新を
進め、計画の後期は、PFI管路更新運営事業により、倍速レベルにペース
を向上させる。

11,564百万

円

・管路の更新延長を60km以上
（参考 各種管路指標の推移 2020（令和2）年度末見込）
・管路の耐震管率32%
・基幹管路の耐震適合率69%
・重要給水施設管路の設計及び工事の着手
（2020（令和2）年度新規着手分 設計：23箇所、工事：13箇所）
【撤退・再構築基準】
対象外（複数年事業）

前年度までの実績

計
画

2019（令和元）年度実績（見込）
・管路の更新延長：70km
・重要給水施設管路の耐震化
広域避難場所：5箇所完了
災害医療機関：6箇所完了
2018（平成30）年度実績
・管路の更新延長：50km
（参考 各種管路指標）
・管路の耐震管率30%
・基幹管路の耐震適合率67%
・重要給水施設管路の耐震化
広域避難場所：2箇所完了
災害医療機関：1箇所完了

①(ⅰ)
中 プロセス指標の達成状況
間
①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・管路の更新延長57km （累計168km）
管路の耐震管率 約32％（見込み）
基幹管路の耐震適合率 約65％（見込み）

管路更新の取組みについて、工事施工を進めるにあたり他企業や沿道住
民等との施工調整等により、工程が遅延した。また、不適正施工を踏まえ
工事品質の確保を第一に据え、更新を進める必要がある。
重要給水施設管路の取組みについて、設計着手の段階において他企業
・重要給水施設管路の設計及び工事の着手（設計：19箇所、工事15箇所） 等との工程調整により、設計着手時期を次年度以降に見直すことになっ
自
たため、当初目標数を実施することができなかった。

己 プロセス指標の達成状況
※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
評 管路の更新延長60km以上を達成することができなかった。
②（i） 改善策
管路更新の取組みについて、工事の進捗状況の把握に努めるとともに、
価 重要給水施設管路の取組みについて、目標を達成することができなかった。
①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

ア

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

施工調整等の円滑化を図りながら、施工監理体制の強化の取組みを確実
に実施することで工事品質を確保したうえで、着実に更新延長を確保して
いく。
重要給水施設管路の取組みについて、他企業等との工程調整に努め、速
やかに着手していく。

－4－

【様式２】
具体的取組１－１－２

【浄配水施設基盤強化の推進】
30決算額 6,903百万 円 元予算額 9,097百万 円 ２予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

10,156百万

円

・浄水場の耐震化などの施設の強靭化を推進するとともに、安全で良質な ・浄水場（豊野浄水場）の耐震化
水供給体制の強化や施設機能の維持・向上に資する多角的かつ効率的
ろ過池（半量※）の耐震補強完了（2020（令和２）年度完了）
な施設整備により、水道事業の基盤強化を図る。
※豊野浄水場の浄水処理能力45万㎥/日の半量分の施設規模のこと
・施設運転用自家発電設備（楠葉取水場）の設置
設置完了（2020（令和２）年度完了）
【撤退・再構築基準】
対象外（複数年事業）

計
画

前年度までの実績
2019（令和元）年度実績
・浄水場（豊野浄水場の凝集沈でん池（半量））の耐震化完了
・施設運転用自家発電設備（楠葉取水場）の機器製作
2018（平成30）年度実績
・浄水場（豊野浄水場の凝集沈でん池（半量）底版の築造）の耐震化
・庭窪浄水場施設運転用自家発電設備の設置完了

課題と改善策

①(ⅰ)
中 プロセス指標の達成状況
間
①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

・豊野浄水場のろ過池（半量）の耐震補強完了
・施設運転用自家発電設備（楠葉取水場）の設置完了

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

プロセス指標の達成状況
自 予定どおり実施
己
評 ①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
価 ②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった

①（i）

改善策

③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―
ア

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

－5－

【様式２】
具体的取組１－１－３

【危機管理体制の一層の充実】
4百万 円 元予算額
5百万 円 ２予算額
30決算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・当局職員に対し、計画的な研修・訓練を実施し災害対応の習熟を図る。
・地域との連携強化を図るため、区役所に対し災害時における応急給水
の意義について丁寧に説明し、要請があった区においては応急給水訓練
を実施し、応急給水の仕組みや飲料水備蓄の重要性について、市民の理
解を深める。
・「水道局事業継続計画（ＢＣＰ）」に基づく災害時の応急対策活動（応急給
水・応急復旧）にあたり、飲料水及び医療用水の確保が求められる医療・
福祉施設等の重要施設の取扱いについて、当局BCPに反映する。

計
画

11百万 円

・職員向け研修及び訓練におけるアンケートにおいて、「理解できた」の回
答割合85％以上を維持する。
・区の総合的な防災訓練などにおいて、市民へアンケートを実施し、危機
管理の取組や応急給水の仕組みについて「理解できた」の割合90％以上
を維持する。
【撤退・再構築基準】
・職員向け研修及び訓練実施後のアンケートにおいて、「理解できた」の回
答割合が85%未満の場合は研修・訓練計画について見直しを行う。
・区の総合的な防災訓練などで実施する市民へのアンケートにおいて、
「理解できた」の回答割合が90%未満の場合は、応急給水訓練の内容につ
いて見直しを行う。

前年度までの実績
・災害対策にかかる局内訓練職員向けアンケート
「理解できた」の割合：94.0％（2018(平成30）年度）、92.3％（2019(令和
元）年度）
・区の総合的な防災訓練などで実施する市民へのアンケート
「理解できた」の割合：98.7％（2018(平成30）年度）、99.0％（2019(令和
元）年度）
・区の総合的な防災訓練における応急給水訓練実施回数
13区14回（2018(平成30）年度）、13区13回（2019(令和元）年度）

課題と改善策

①(ⅱ)
中 プロセス指標の達成状況
間
①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各区の地域における防災訓
練が実施されておらず、応急給水訓練の機会を得ていないが、今後、区
から要請を受ける地域の防災訓練には積極的に参加し、取組を着実に実
施することで、プロセス指標の達成を目指す。

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

１）当局職員に対して、災害に関する研修や災害対応にかかる11の訓練
を実施した。
２）区・地域が実施する防災訓練の場に参加し、応急給水訓練を実施し
た。（2区2回実施）

プロセス指標の達成状況
改善策
自 １）当局職員向け研修等における災害対応についてアンケート結果
「理解できた」の割合： 96.8％（目標85％以上）
己
①（ⅰ）
評 ２）区、地域における防災訓練時の応急給水の仕組みについて
市民の「理解できた」の割合： 100.0％（目標90％以上）
価
①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

ア

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

－6－

【様式２】
めざす成果及び戦略

１－２

【安全で良質な水の安定供給】

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

戦略（中期的な取組の方向性）

・より安全で良質な水の供給を日々24時間、持続的に確保している状態
・水道スマートメータ導入による水運用上のメリットや本格導入に向けて
克服すべき課題解決に資する取組が推進されている状態

・『ISO22000』に基づく水道水の安全・品質管理のもと、水質基準を遵守す
べく、適正な浄水処理はもとより、取・浄・配・給水過程における各過程に
応じた適切なリスクマネジメントに取り組む。
・ 大規模な漏水事故の未然防止及びお客さまへの断水等の影響の抑制
を図るため、管路施設について、定期的に劣化状況を把握し、適切な維持
管理対策を実施していく。
・ 浄水場土木構造物について、施設の長寿命化を図るため、定期的な点
検等の維持管理を適切に実施していく。
・「施工困難等路線」に残る鉛給水管解消のため、お客さま並びに沿道住
民に対して、工事施工の承諾を得るため交渉するとともに、配水管の取替
工事とも連携し、より効率的に鉛給水管の解消を図っていく。
・水量・水質管理における水運用上のメリットの観点から、大口径のスマー
トメータを優先的に導入し、漏水低減による有収率向上や残留塩素濃度等
の高度な管理などにつながる水道スマートメータの活用を推進する。
・柴島浄水場の再構築に向け、浄水処理方式や最適な施設配置など様々
な要因を加味した上で、再構築の基本計画を策定するとともに、南海トラフ
巨大地震発生時においても給水継続ができるよう、早期に対策を実施す
る。
・夢洲まちづくりに向けて、夢洲地区への安全で良質な水の安定供給を確
保するため、配水管の布設など必要となる施設整備を関係者と調整を図り
つつ、着実に実施していく。
・また、夢洲まちづくりがめざすスマートなまちづくりに資するため、ICTを活
用した新たな配水システム管理に向けた整備を実施する。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
・年間浄水場水質事故ゼロ
[参考]浄水場水質事故
浄水場及び配水過程おいて発生した事故により、水質基準を満たさない水道水が
浄水場から配水され、お客さまに影響を及ぼす恐れのある事故

・道路部鉛給水管の解消（2022（令和４）年度末：取替対象としている道路

計 部分に残る鉛給水管延長25km以下をめざす。）
画 ・配水ブロック内での水の流れの可視化や、配水管内の水質の高度管

理、漏水監視の検討
・水道スマートメータの普及に向けた価格低減の取組の推進
・柴島浄水場再構築の基本計画を策定するとともに、南海トラフ巨大地震
対策の早期実現に向けた事業に着手（2021（令和3）年度）
・夢洲まちづくりの水需要に必要となる施設整備を完了（2024（令和6）年
度末）

戦略のアウトカム指標に
ア
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

※有効性が「イ」の場合は必須

前年度 個別 全体

令和２年度水質事故件数 ０件
道路部鉛給水管の解消における進捗は順調で
あり達成見込みである
自 水道スマートメーターの普及に向けた「大阪市水
己 道スマートメーター導入拡大ビジョン」を策定し、
評 HPに公表

価

課題

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

柴島浄水場再構築の基本計画を策定
夢洲まちづくりに必要となる施設整備に関する配
水管布設業務に着手

0件

Ａ

-

A

-

A

-

A

-

A

―
A

今後の対応方向

Ａ：順調 Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

具体的取組１－２－１

a

※有効性が「イ」の場合は必須

―

ａ：順調
ｂ：順調でない

【適正な浄水処理と水質管理】★
5百万 円 ２予算額
30決算額 12百万 円 元予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

2百万 円

・適正な浄水処理と水質管理によって十分な安全率を確保しつつ、市内 ①市内給水栓における残留塩素濃度の平準化水準を表す指標である
における残留塩素濃度の平準化と均一化をめざして、水道水質の安定性 「OPI－Cｌ２(※)」の年間達成率80%以上を達成する。
(※)市内給水栓において、安全性を確保しながら、塩素臭を低減し、より快適に水道
の更なる向上を図るため、以下の取組を行う。
① 市内給水栓における水道水中の残留塩素濃度を過不足なく
きめ細やかに管理するための取組
・市内全域において残留塩素濃度の調査を実施し、配水過程に
計
おける残留塩素濃度の減少をより正確に予測
画
・残留塩素の予測に基づく浄配水場における確実な塩素注入制御
・浄配水場での塩素注入制御による対応が困難である末端部での
排水作業
② 急速砂ろ過池処理水濁度を十分に低く抑えることで浄水の濁度上昇
を防止する取組
③ 市内配水過程での水質監視強化のための取組
・断通水作業時の市内水質テレメータ監視強化

水を使用いただくために大阪市で独自に設定した指標
【水質テレメータの残留塩素濃度の日平均が0.2mg/L以上0.4mg/L以下にあった日
数】÷【水質テレメータの年間稼働日数】×100

②急速砂ろ過池処理水濁度の日平均値0.1度以下を100％確保の継続
③市内水質テレメータの残留塩素濃度0.1mg/L以上100％確保の継続
【撤退・再構築基準】
それぞれの目標値を達成できない場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
・浄水場出口の制御目標値及び配水場追加塩素の注入率について、高頻
度で濃度に即した変更を行い、きめ細やかにコントロールを行っている。
・急速砂ろ過池処理水濁度の日平均は継続して0.1度以下を保っている。

課題と改善策

①(ⅰ)
プロセス指標の達成状況
中
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

①市内全域の残留塩素濃度実態調査や残留塩素の予測に基づく浄配水
場における確実な塩素注入制御を実施するとともに、浄配水場での塩素
注入制御による対応が困難である末端部での排水作業により、市内給水
栓における残留塩素濃度の平準化を図った。
②各浄水場におけるろ過水濁度0.1度以下100%を達成している。
③断通水作業時等における水質テレメータ（作業前に最適な監視対象テ
レメータを設定）の監視・指示値記録に取り組み、作業に伴う水質異常の
早期発見に努めた。

自
己 プロセス指標の達成状況
評 ①市内給水栓における残留塩素濃度の平準化水準を表す指標で
価 ある「OPI－Cｌ２」の年間達成率：85%
②急速砂ろ過池処理水濁度の日平均値0.1度以下：100%
③市内水質テレメータの残留塩素濃度0.1㎎/L以上：100%

―

改善策

ア

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

①（i）

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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―

【様式２】
具体的取組１－２－２

【浄水処理技術の調査研究の推進】
30決算額 31百万 円 元予算額 101百万 円 ２予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・より安全で良質な水道水の供給を目的として、現在の高度浄水処理シ
ステムの効率化・最適化に関する調査研究並びに新たな浄水処理方式
に関する調査研究を推進する。
（高度浄水処理システムの効率化・最適化に関する調査研究）
計 ・水源水質事故原因となり得る化学物質に関する移動・排出状況、物性
画 または浄水処理性等の調査
・粒状活性炭の品質に関する調査
（新たな浄水処理方式に関する調査研究）
・膜ろ過技術の活用に関する調査

58百万 円

・水源水質事故原因物質（※）［462物質］のリスク評価数 2020（令和２）年
度末：延べ300物質完了
(※)水源水質事故原因物質とは、化学物質排出移動量届出（PRTR）制度において、
人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境（大気、水、
土壌）へ排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自
ら把握し国に届け出ることとされているものであり、現在462物質が対象となっている。

【撤退・再構築基準】
・PRTR対象物質の見直しが行われた場合、取組内容の再構築を行う。

前年度までの実績
・浄水処理対応困難物質等のリスク評価数 2018（平成30）年度：35
・化学物質排出移動量届出（PRTR）100物質調査

①(ⅰ)
プロセス指標の達成状況
中
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

現在の高度浄水処理システムの効率化・最適化に関する調査研究並び
に新たな浄水処理方式に関する調査研究を実施した。
―

自
プロセス指標の達成状況
己
水源水質事故原因物質のリスク評価数 ：200物質（延べ300物質
改善策
①（i）
評 完了）
価

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

具体的取組１－２－３

ア

―

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

【水道施設（管路、土木構造物）の点検・補修の着実な実施】
862百万 円
30決算額 54百万 円 元予算額 410百万 円 ２予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・鋼管を中心とした調査・点検を強化し、不具合が見受けられた水道施設
の詳細調査、修繕を行う。
・管路施設のうち、特に水管橋については、これまでの目視点検で問題
が見受けられたものについて塗替工事を着実に実施する。
計 ・浄配水場における土木構造物を対象に、定期点検や詳細調査を実施す
るとともに、劣化状態に応じた補修を行う。

画

・水管橋及び橋梁添架管塗替工事の実施：８条
・浄配水場土木構造物の定期点検または詳細調査の実施：25池
・大手前配水場配水池補修工事の着手
・庭窪浄水場ろ過場本館洗浄排水溜補修工事の着手
【撤退・再構築基準】
対象外（複数年事業）

前年度までの実績
・水管橋及び橋梁添架管塗替工事の実施：７条
・浄配水場土木構造物の定期点検または詳細調査の実施：28池
・城東配水場6号配水池の補修工事の実施
①(ⅰ)
プロセス指標の達成状況
中
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

・水管橋及び橋梁添架管塗替工事は、令和2年度発注の6条のうち5条は
令和3年度上半期の工事完了、残る1条は現場状況等を考慮して令和3年
度発注、令和3年度末完了に変更した。
・浄配水場土木構造物の定期点検または詳細調査の実施並びに庭窪浄
水場ろ過場本館洗浄排水溜補修工事に着手した。

・緊急事態宣言発令に伴う大幅な出勤抑制に伴い、工事発注にむけた設
計積算業務が中断したことから、当初令和2年度発注の6条うち5条は工事
完了が令和3年度となったが、緊急事態宣言発令がなければ当初予定通
りに完了していた。また、残る1条は現場状況を考慮して令和3年度発注と
する方が望ましいと判断し、令和3年度発注に変更した。

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
自
己
評
価

・水管橋及び橋梁添架管塗替工事の実施：過年度発注の2条完
了、令和2年度発注分は5条が施工中、1条が令和3年度発注。
・浄配水場土木構造物の定期点検または詳細調査の実施：25池
・庭窪浄水場ろ過場本館洗浄排水溜補修工事の着手
・大手前配水場配水池補修工事は、耐震補強に併せて実施する
ことなり、令和3年度から基本検討を実施予定。

改善策

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

ア

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・今回の事象は突発的かつ避けがたいものであり、一部の塗替工事完了
に遅れが生じたが、今後も社会情勢や当局方針を踏まえて柔軟に対応し
①(ⅰ) つつ、積極的な工事進捗管理を進めていく。

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】
具体的取組１－２－4

【鉛給水管の解消】
990百万 円
30決算額 1,102百万 円 元予算額 851百万 円 ２予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・繁華街・商店街等の施工困難等路線の道路部に残存する鉛給水管を
解消する。

・道路部分に残存する鉛給水管を2.9km以上解消する。（2020（令和2）年
度末時点見込みの残延長29km）
【撤退・再構築基準】
対象外（複数年事業）

計
画

前年度までの実績
2019（令和元）年度 鉛給水管取替延長 4.2km
2018（平成30）年度 鉛給水管取替延長 6.6km
（参考）取替対象としている道路部分に残る鉛給水管延長
36km(2018(平成30)年度末時点)➡33km(2019(令和元)年度末時点)

①（ⅰ）
プロセス指標の達成状況
中
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

道路部分に残存する鉛給水管を2.9km以上解消できる見込みである。
※2020(令和2)年度鉛給水管取替延長 2.9km（見込み）
―

自
プロセス指標の達成状況
己
取組実績どおり
評
価

① 改善策
（ⅰ）

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

具体的取組１－２－5
当年度の取組内容

ア

―

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

【水道スマートメータの導入に向けた取組の推進】
－
30百万 円 ２予算額
30決算額
円 元予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

・水量・水質管理における水運用上のメリットの観点などから、大規模施
設が集積する地域への水道スマートメータの先行導入拡大などを検討す
る。
・水道スマートメータに関する連携協定を締結した東京都水道局及び横
浜市水道局と連携しながら、水道スマートメータの価格低減、安定的かつ
効率的な通信規格の選定など、本格導入に当たっての諸課題の解決に
計 取り組む。

画

85百万 円

・50mm以上の大口径の水道スマートメータを夢洲・舞洲地区の全域及び
大阪駅周辺地区の大規模施設に設置する。
・一般家庭等の小口径の水道スマートメータのコストダウンにつながる仕
様の標準化に向けて、東京都水道局や横浜市水道局と連携・協力して検
討する。
【撤退・再構築基準】
・予定どおりに実施されなかった場合、取組の手法、体制等を見直す。

前年度までの実績
〇南港咲洲地区（住之江区）の一部エリアで無線通信による遠隔検針を実
施し、水道料金の調定を行い、以下の内容についても確認等を行った。
・継続的かつ安定した通信状況、業務フローの確認
・市内全域への本格導入に向けたノウハウの蓄積と課題整理
①(ⅰ)
プロセス指標の達成状況
中
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

・夢洲・舞洲地区の全域及び大阪駅周辺地区の大規模施設に水道ス
マートメーターを設置する業務委託契約を締結、設置に着手。
・一般家庭等の小口径の水道スマートメーターの仕様の標準化に向け
て、東京都水道局や横浜市水道局と連携・協力して検討するWGを実施。

自
己 プロセス指標の達成状況
評 取組実績のとおり
価

①(ⅰ)

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

改善策

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成
ア：有効であり、継続して推進
ア イ：有効でないため、取組を見直す
戦略に対する取組の有効性
―：プロセス指標未設定(未測定)
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※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

【様式２】
具体的取組１－２－6

【柴島浄水場の再構築】

※一部、具体的取組１－２－２の内数を含む。

当年度の取組内容

30決算額
円 元予算額
円 ２予算額 ※38百万 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

・柴島浄水場の再構築に向け、浄水処理技術の革新、下系施設全体の ・柴島浄水場再構築の基本計画策定
再配置などの様々な要因を加味し、柴島浄水場再構築の基本計画策定
柴島浄水場再構築の基本方針を定める。
に資する検討を行う。
【撤退・再構築基準】
計
対象外（複数年事業）

画

前年度までの実績
・柴島浄水場再構築の基本計画策定に向け、局内に検討チームを立ち上
げ、検討に着手した。

①(ⅰ)
プロセス指標の達成状況
中
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

大阪市水道震災対策強化プラン21（基本構想）の改訂版（Ver.2.0）におい
て、柴島浄水場の再構築に関する基本方針を定めた。
―

自
プロセス指標の達成状況
己
予定どおり実施
評
価

①（i）

改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

具体的取組１－２－7

ア

―

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

【夢洲まちづくりに基づく施設整備の実施】
３百万 円 ２予算額
120百万 円
30決算額
円 元予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・夢洲まちづくりに関する関係者と調整を図りつつ、夢洲における配水シ
ステム管理の検討及び配水管の布設など必要となる施設整備を実施す
る。

・夢洲地区、舞洲地区及び北港加圧ポンプ場周辺における配水管布設業
務に着手
【撤退・再構築基準】
対象外（複数年事業）

計
画

前年度までの実績
・整備内容等について、関係者と打合せを実施

①(ⅰ)
プロセス指標の達成状況
中
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

各地区の配水管布設業務に着手した。
―

自
プロセス指標の達成状況
己
予定どおり実施
評
価

①（i）

改善策

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

ア

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題
【水道の持続性の確保に向けた取組】

経営課題２

※SDGs（持続可能な開発目標）とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継とし
て、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載さ
れた2016年から2030年までの国際目標です。

主なSDGｓ

・ゴール６ 全ての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する
・ゴール９ 強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進
及びイノベーションの推進を図る
・ゴール11 包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する
・ゴール13 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる
・ゴール17 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞
【健全な経営の確保】
〇人口減少社会の到来により水需要が減少傾向にある中、低廉で公正な料金を維持しつつ必要な施策を着実に実施
〇効率的な経営を行い、経営戦略期間における黒字を確保
【人材育成・調査研究の取組】
〇集合研修（Off-JT）、職場OJT、自己啓発などの効果的な研修と調査研究をあわせた人材育成により、すべての職員が業務に必要な幅広い知
識、技術ノウハウを習得し、能力を発揮することで、「少数精鋭体制での持続的な事業運営」が達成されている状態
【効果的な広報活動の展開】
〇「市民が水道事業を自分たちのこととして捉え、自らがそれを支える」という意識を持っていただいている状態
〇水道局組織が市民・お客さまに信頼されている状態
【官民連携の推進】
（水道事業）
〇新たな経営手法導入により、事業の効率性を最大限発揮し、管路耐震化の迅速化を図ることで、事業の持続性や安心・安全が確保されている
状態
（工業用水道事業）
〇経営戦略で示した将来発生する経常赤字（収支ギャップ）を解消するため、新たな経営手法の導入により、事業の効率性を最大限発揮するこ
とにより、工業用水の安定供給と事業経営が確保されている状態
【広域連携・海外展開の推進】

計 〇国、大阪府、大阪市、府内市町村等の様々な主体が連携・協力し、府域全体における水道施設の全体最適化に取り組み、水道事業の基盤強
化が図られている状態

画 〇これまで築いてきた本市の技術、ノウハウ、資産を有効活用しながら、大規模水道事業体として国内水道事業体の基盤強化に貢献し、持続可
能な水道事業の運営を確保するとともに、担当する職員の技術力向上が図られている状態
〇在阪企業をはじめ海外進出に意欲のある企業を支援し、案件形成に努め、海外水道事業体の発展に貢献するとともに、官民連携による水ビジ
ネス事業を推進し、関西の成長戦略に資する取組が図られている状態
〇海外展開に関する取組を通じて、水道局職員のマネジメント力や技術力の向上が図られている状態

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）
【健全な経営の確保】
○水道事業の生産性を示す「職員1人当たりの給水量」については、事業規模が比較的近い4都市の平均よりも低い水準にある。
※4都市とは概ね給水人口200万人以上の4都市（札幌市、東京都、横浜市、名古屋市）
○事務・技術職員年齢構成については、全市的な採用抑制策の影響に伴い、職員の年齢構成が偏った状況となっている。
（千㎥／人）
（人）

（歳）

〇企業債残高は、過去の施設整備等のために借り入れた影響から未だ高水準となっており、自己資本構成比率は改善しつつあるものの大都市
平均に比して低い。
〇有収率は、大都市平均に比して低い。
〇「局資産の転活用にかかる基本計画」等をふまえて、事業に供さない処分検討地については、基本的には売却を進めており、一方、売却が困
難な用地については、貸付等による有効活用を進めている。
〇未収金の収入率は99.9%と高い水準にある。
【人材育成・調査研究の取組】
〇人材育成基本方針（2008（平成20）年３月）に沿った各年度の研修計画に基づく各種研修（Ｏｆｆ－JT、OJT）及び資格取得や自己啓発支援を行
い、あわせて事業の各分野における課題解決に向けた調査研究に取り組むことで、確実な技術継承と職員の能力開発、人材育成を推進してい
る。

－11－

【様式２】
【効果的な広報活動の展開】
○インターネットアンケートによる
１．「大阪市の水道」を総合的に考えて「評価できる」の割合
近年安定して高い水準にある。

【官民連携の推進】
〇水道事業
・ 管路の老朽化を示す法定耐用年数（40年）超過管率が46.5％
（2017（平成29）年度）と大都市と比較して突出して高い。
（《参考》2018（平成30年度）：48.0％）
・ 基幹管路の耐震適合率が67.2％、管路全体の耐震管率が
29.8％にとどまっている。（数値は2018（平成30）年度）

２．飲料水を「備蓄している」の割合
調査開始以降50%付近を推移していたが
2018（平成30）年度に上昇した。

〇工業用水道事業
・ 現状は経常黒字を維持している。（2018(平成30)年度決算 3.6億
・ 水の合理的利用の進展等により、給水収益が低下し続けている。
・ 法定耐用年数（40年）超過管率が78.4％（2018（平成30）年度）と高い。
・ 経営戦略上、2025（令和７）年度に経常赤字が発生見込み
経常損益 ▲0.3億円

大阪市水道経営戦略(2018-2027)における工業用水道事業の収支見通し

【広域連携・海外展開の推進】
〇府域水道の最適化に向けた取組
・ 水道施設の老朽化の進行や、府域の将来人口の減少による水需要と収益の減少から、経営環境の悪化が想定される。
・ 浄水場をそれぞれの市町村で保有するなど、水道事業が市町村単位で経営されている。
・ 水需要の減少傾向により、本市の浄水施設の給水能力と給水量の間にかい離が生じている。（施設利用率45.7％ 2017（平成29）年度））
〇広域連携の推進
・ 大阪府内の給水人口５万人未満における水道事業体の平均
職員数は10人以下と職員数が不足している。

・ 大阪府内の水道事業体の職員構成について50歳以上の技術職員
が全体の約4割であり、技術継承が課題となっている。

・大阪府内（大阪市除く）給水人口規模別の
水道事業体平均職員数

〇海外展開の推進
・ 2017年時点、世界では22億人が安全に管理された飲み水を
使用できず、このうち1億4,400万人は、湖や河川、用水路など
の未処理の地表水を使用している。

・ 世界の水ビジネス市場は、人口増加や経済発展により、市場の拡大
が見込まれており、2020年には、100兆円を超えると予想されてい
る。

産業用水・
排水維持管理
産業用水・排水設備
下水維持管理
下水設備
海水淡水化設備
上水維持管理
上水設備
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【様式２】
要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）
【健全な経営の確保】
〇水道事業の生産性を示す「職員1人当たりの給水量」は、これまで業務の見直しを進めてきたことにより、徐々には向上はしているものの、事業
規模が比較的近い4都市の平均と比較すると低い水準にある。
・全市的な職員採用抑制策の影響に伴い、職員の年齢構成が偏った状況となっている。
〇これまでの施設整備の財源については、多くを企業債の借入に依存してきた結果、事業規模に比して高い水準の企業債残高となっている。
〇大都市平均より低い有収率について、原因調査を進め、向上に取り組む必要がある。
〇利活用が難しい残る用地についても、引き続きスピード感を持って有効な転活用を進める必要がある。
〇滞納者の状況に応じ、柔軟で効果的な手法を用いた未納整理業務を実施する必要がある。
【人材育成・調査研究の取組】
〇確実な技術継承及び業務に必要な知識、技術ノウハウの習得に向け各種の研修及び調査研究をあわせた人材育成を推進しているところであ
るが、今後、さらに職員数が減少する中で、職員のスキルレベルを維持、向上させていくために、これまでの取組に加えてより効果的な研修や調
査研究による人材育成制度を構築し、人的基盤の強化を図っていく必要がある。
【効果的な広報活動の展開】
○水道の基盤強化のためには、市民・お客さまが「水道は地域の共有財産であり、その水道の経営に自らも参加している」との認識を持っていた
だくことが必要である。
〇広報活動の目的を明確にするとともに、限られた広報費用により、高い訴求効果が得られるような広報手法が必要である。
〇平常時と、断水等の非常時とで住民の水道への関心のギャップが著しい現状や、水道への関心の低い層に対してのこれまでの説得型・説明
型の広報には限界があることを踏まえる必要がある。
【官民連携の推進】
（水道事業）
〇今後、発生が予想される南海トラフ巨大地震に対して、震災対策の切迫性が高まる中、現行体制による年間約60～70kmの管路更新ペースか
ら更なる大幅な引き上げが必要である。
（工業用水道事業）
〇現行枠組みに基づく経営改善策を行ったとしても、2025（令和７）年度の経常赤字発生が見込まれる中、早急に抜本的な経営改革方針による
経営基盤の強化が必要である。
【広域連携・海外展開の推進】
〇府域水道の最適化に向けた取組
・大阪府域の中核となる水道事業体として、施設の有効活用や広域的な水道事業間の連携を推進することで、水道事業の基盤強化に取り組むこ
とが必要である。
〇広域連携の推進
・国内の中小水道事業体においては、技術者不足や技術継承などが課題となっており、将来にわたり持続可能な水道事業を運営することが困難
な状況になっている。
〇海外展開の推進
・海外においては、水ビジネス市場が増加傾向であるものの、日本の水関連企業等の市場占有率は0.4％に留まっている。

課題（上記要因を解消するために必要なこと）
【健全な経営の確保】
〇水道センターや浄水場などの業務については、高い意欲と能力を有する技能職員の転活用を図りつつ、業務委託化・効率化を一層推進してい
く必要がある。
・事務・技術業務を、直接公共が担うべき業務と、それ以外の業務に区分し、直接公共が担うべき業務に正規職員を集中配置するとともに、そ
れ以外の業務については、民間委託化と多様な雇用形態の適用を推進する必要がある。
・事務・技術職員の採用を継続して実施し、年齢構成の平準化を図る必要がある。
〇有収率の向上に向けた、漏水調査等を行う。
〇事業に供さない処分検討地については、引き続き、測量登記等の商品化を順次進め、売却する。売却が困難な用地等については、民間への
貸付等による有効活用を図り、貸付収入の確保をめざす。
〇未収金の回収について、悪質な事案に対しては法的措置も視野に入れた厳格な対応を行うなど、引き続き収入率の維持・向上に努める。
〇企業債残高の削減に向けて、新規発行を抑制するとともに、着実に償還を行う必要がある。
【人材育成・調査研究の取組】
〇より効果的な研修を実施していく上で、現在の受講者評価シートによる満足度、活用度だけでなく、職員の理解度を上げるために、理解度テス
トや事後課題をより多くの研修講座に取り入れる。また、職員の力量レベルをより詳細に把握するために、スキル管理制度を構築していく。
〇事業持続性の確保と時代の変化に対応できる人的基盤強化のために、調査研究（シーズインキュベータ）や学術的応用を学ぶ機会（技術談話
会、令和アカデミーなど）に取り組みながら、自己実現のインセンティブを創出する。
〇また、より高度な知識、技術力を高めるために、博士・修士課程や技術士、簿記、英語などの自己啓発を推奨し、有資格者を多く輩出する。

計 【効果的な広報活動の展開】

〇当局が、改正水道法等に基づき、その責務として、需要者たる住民のニーズ・理解を得て行うべき重点施策を抽出し、スマートシティに相応し

画 いICTツールを活用しつつ、訴求効果と費用対効果の高い、実感・体感・参加型の広報活動を重点施策別・セグメント別に実施する。

○こうした広報活動について、広報の現状と課題を踏まえ、今日的視点から今後の広報の基本的な考え方と実施方法を体系的に整理した広報
戦略を新たに策定し実施する。
【官民連携の推進】
（水道事業）
〇市民生活に欠くことのできないライフラインである水道事業の持続性及び公共性を担保することを前提として、管路耐震化の迅速化によって安
心・安全な水道事業運営を行っていくため、2019（令和元）年10月に施行された改正水道法を踏まえ、新たな経営手法導入に向けた取組を進め
る。
（工業用水道事業）
〇地盤沈下対策と産業活動の基盤という社会的役割を担いつつ、民間活力を導入し、事業基盤を強化することで、事業継続と安定供給を行う必
要があるため、ＰＦＩ法に基づく運営権制度を活用した新たな経営手法導入に向けた取組を進める。
【広域連携・海外展開の推進】
〇府域における施設の有効活用により費用の低減化をめざすなど、本市の資源を活用し府域水道の基盤強化に係る取組を推進する。
〇これまで築いてきた本市の技術、ノウハウ、資産を有効活用し、技術支援や人材育成に資する技術研修といった技術協力を行うことで、大規模
水道事業体として国内水道事業の基盤強化に貢献するとともに、信頼の醸成に努める。
〇本市の持つ技術、ノウハウ、資産を有効活用し、海外水道事業体への技術協力などを行い、信頼の醸成に努めるとともに、官民連携による案
件形成や海外水ビジネス事業の推進を図る。
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【様式２】
戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括
「めざす状態」に向けた戦略の進捗は、概ね順調であるが、一部目標未達成の具体的取組については改善策を講じ、着実に「水道の持続性の確
保」に向けた戦略の推進を図る。

自
己
評
価

【戦略２－１健全な経営の確保】
○職員数、企業債残高、資産の有効活用、未収金の回収については、目標を達成したが、有収率の向上については、令和２年度でのアウトカム
目標値92％に対し、実績値が90.9％であり目標値が達成できなかった。この対策として、既存の有収率向上対策の取組強化に加え、新たな取組
として配水ブロックでの漏水発生状況の実態把握等を行い、その結果をもとに費用対効果を踏まえて新たな漏水低減対策を検討する。
【戦略２－２人材育成・調査研究の取組】
○研修再構築プランの実施施策について、昨年度11項目に対して、12項目を実施するなど人材育成や調査研究を進めている。
【戦略２－３効果的な広報活動の展開】
○大阪市の水道に対する総合的な評価については、若い世代の評価が低い傾向にあり、目標を下回った。飲料水の備蓄については、複数世帯
では目標を達成したものの、単身世帯で目標を下回り、全体として目標が達成できなかった。今後は目標が未達成となった層に伝わるイベントの
実施や参加、広報ツールを活用して、取組を進めていく。
【戦略２－４官民連携の推進】
○PFI管路更新事業や工業用水道における特定運営事業の導入に向け、募集要項を公表し、選定手続きを実施している。
【戦略２－５官民連携の推進広域連携・海外展開の推進】
○守口市との庭窪上水場共同化に向けた検討を進めたほか、他都市への技術支援業務の受託件数などにおいて目標を達成している。
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【様式２】
めざす成果及び戦略

２－１

【健全な経営の確保】

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

戦略（中期的な取組の方向性）

・効率的な経営を行うことにより、黒字を確保する。

・水道センターや浄水場などの業務については、高い意欲と能力を有する
技能職員の転活用を図りつつ、業務委託化・効率化を一層推進していく。
・事務・技術業務を、直接公共が担うべき業務と、それ以外の業務に区分
し、直接公共が担うべき業務に正規職員を集中配置するとともに、それ以
外の業務については、民間委託化と多様な雇用形態の適用を推進する。
・事務・技術職員の採用を継続して実施し、年齢構成の平準化を図る。
・企業債残高の削減に向けて、新規発行を抑制するとともに、着実に償還
計 アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
を行う。
画 ・2022（令和4）年5月1日職員数1,290人以下をめざす。
・有収率の向上に向けた、漏水調査等を行う。
・企業債残高の削減：400億円以上（2018（平成30）年度→2027（令和9）年 ・事業に供さない処分検討地については、引き続き、測量登記等の商品
度）
化を順次進め、売却する。売却が困難な用地等については、民間への貸
・有収率：94％以上（2027（令和9）年度）
付等による有効活用を図り、貸付収入の確保をめざす。
・局資産の転活用：100億円以上の収入を確保（2018（平成30）年度→
・未収金の回収について、これまでの取組に加えて、悪質な事案に対して
2027（令和9）年度）
は法的措置も視野に入れた厳格な対応を行うなど、収入率の維持・向上
・収入率 99%以上を維持
に引き続き努める。

戦略のアウトカム指標に
ア
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

課題

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

※有効性が「イ」の場合は必須

前年度 個別 全体

生産性向上：職員数1,300人（令和3年5月1日時
点）

1,330人

A

企業債残高の削減：382億円

308億円

A

91.5%

B

累計実績
114.9億円

A

99.83%

A

自
己 有収率は令和2年度91.5％（見込み）であり、当
評 年度の目標を達成できず。
価
局資産の転活用 約25億円

目標である収入率99％以上を達成。（見込み）
（令和2年度）

―

今後の対応方向

※有効性が「イ」の場合は必須

A

―

Ａ：順調 Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

具体的取組２－１－１～５
当年度の取組内容

a

ａ：順調
ｂ：順調でない

【職員生産性の向上】等
30決算額
円 元予算額
円 ２予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

計
画

前年度までの実績

本戦略に関する具体的取組については、「市政改革プラン3.0」に基づく取組等にも該当するもので
課題と改善策
※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
あるため、【様式３】にて掲載する。

プロセス指標の達成状況

中
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

自
プロセス指標の達成状況
己
評
価

改善策

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

円

【様式２】
めざす成果及び戦略

２－２

【人材育成・調査研究の取組】

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

戦略（中期的な取組の方向性）

・少数精鋭による事業体制の確立をめざし、確実な技術継承、知識、技術 ・①ナレッジマネジメントシステムの構築、②気鋭職員の自己実現インセ
ノウハウを向上させていくとともに、一人ひとりが意欲・モチベーション、使 ンティブを支える調査研究環境の整備、③少数精鋭体制の構築に向けた
命感を持って自立的に行動する状態。
人材育成、④体験型研修センターの活用・研修事業の拡大を推進する。
計
・少数精鋭による事業体制の確立をめざし、確実な技術継承、知識、技術
画
ノウハウを向上させていくとともに、一人ひとりが意欲・モチベーション、使
アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
命感を持って自立的に行動する人材育成・研修及び調査研究を進めてい
・経営戦略に掲げる重点取組（研修再構築プラン実施施策１７項目）につ
く。
いて、2021（令和３）年度末に実施施策を15項目以上とする。

戦略のアウトカム指標に
ア
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

課題

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

※有効性が「イ」の場合は必須

前年度 個別 全体

自 研修再構築プラン実施施策：12項目
己
評
価

11項目

―

Ａ
Ａ

今後の対応方向

Ａ：順調 Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

具体的取組２－２－１

a

―

ａ：順調
ｂ：順調でない

【運営に必要な人材の育成】
22百万 円 ２予算額 20百万 円
30決算額 17百万 円 元予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

〇少数精鋭体制での持続的な事業運営の構築に向けて、人材育成・研修
を強化・拡充する。
①少数体制下の直営業務に対応した研修
・事務研修（事業概要、実務Ⅰ・Ⅱ、課題別研修、人権、
労働安全衛生など27講座、48科目）
・技術研修（新規・基礎・応用28講座、39科目）
※重点的に取り組む指定研修
（組織力強化改革研修、思考力養成研修、業務改善実践研修）
②職員一人ひとりの能力を最大限に伸ばす取組
・自己啓発による資格取得受講料助成（102種類）
・専門的知識・能力向上
（専門講座－技術士・簿記）
・大学院受講支援（工学、経営・会計・法学の修士課程）
計
画 ③職員の使命感と組織の一体感（組織力）を高める取組
・災害時対応を想定した応急給水講習
・かいぜんWater活動（事業や実業務への効率化、付帯効果にも寄与）
など
〇確実な技術継承と高度かつ専門的な人材育成に取り組む。
・ナレッジマネジメント（暗黙知の形式知化）
・令和アカデミー講座 など
【改定履歴あり】

プロセス指標の達成状況

※有効性が「イ」の場合は必須

①事務研修（事業概要、実務Ⅰ・Ⅱ、重点的に取り組む指定研修）・技術
研修の受講者アンケート：満足度80％以上、重点的に取り組む指定研修
の理解度80％以上、理解度テストの正答率60％以上
②自己啓発による資格検定申込者数：50人以上／年間
③かいぜんWater提案件数：100件以上／年間
【撤退・再構築基準】
・上記の目標に満たない場合は、実施内容、手法等を見直すなど改善する。

前年度までの実績
・事務・技術研修の受講者アンケートの満足度
85％（2017（平成29）年度）
87％（2018（平成30）年度）
90％（2019（令和元）年度）
・重点的に取り組む指定研修の受講者アンケートの理解度
87％（2017（平成29）年度）
88％（2018（平成30）年度）
86％（2019（令和元）年度）
・理解度テストの正答率
90％（2019（令和元）年度）
・自己啓発による資格検定申込者数 44人（2017（平成29）年度）
31人（2018（平成30）年度）
51人（2019（令和元）年度）
・かいぜんWater提案件数 158件（2017（平成29）年度）
160件（2018（平成30）年度）
105件（2019（令和元）年度）
・組織力強化改革方針策定（2020(令和2)年2月）

課題と改善策

①(ⅱ)

中 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
間 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ③：撤退・再構築基準未達成
り
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、研修業者の選定時期が延期
となったため、研修開催が下半期にずれ込むこととなり、グループワーク
主体の一部の研修（リスクマネジメント研修、お客さま対応力養成研修、
研修企画養成研修）については、会場の確保が困難となったことから、中
止することとした。また、入国規制等の影響もあり、JICA受入研修が中止
となったため、関連する国際協力人材育成研修についても中止することと
なった。
一部実施できない研修があるものの、実施可能な研修を着実に実施する
ことで、引き続き、プロセス指標の達成に努めていく。

当年度の取組実績

課題

①・事務・技術研修の満足度：88％
・指定研修の理解度：82％
・指定研修の理解度テスト：87％
②自己啓発による資格検定申込者数：36件（令和３年３月末現在）
③かいぜんWater活動（提案100件以上）：103件（令和３年３月末現在）

自己啓発による資格検定申込者数については、新型コロナウイルス感染
拡大に伴う二度の緊急事態宣言の影響で、社会全体として試験機会が
制限されたことなどもあり、当初設定した目標を達成することができなかっ
た。

自
プロセス指標の達成状況
己
取組実績どおり
評
価

②(i)

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

ア

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

民間ではコロナ禍に対応したオンラインによる資格検定の実施など新た
な手法が導入されはじめており、こうした情報を収集し、職員に案内して
いくことで、資格検定の申し込みを促し、目標達成に努めていく。
(例)日商簿記検定：多くの受験機会が提供されることを可能としたシステ
ム（ネット試験）を開始
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【様式２】
具体的取組２－２－２

【調査研究環境の整備】
―
3百万 円 ２予算額
30決算額
円 元予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・水道事業の各分野における課題の解決へ向けた取り組みと、組織力の
強化及び活性化、人材育成、技術の継承につなげるため、局全体で調査
研究をより一層活性化させた「部門別R&Dプログラム」を推進する。
・次世代を担う若手職員をはじめとする気鋭の職員が、日常業務を遂行す
る中で認識した課題や疑問の解決に向けて、自発的にかつ自由な発想で
基礎的な調査研究に取り組み、スキルアップやキャリアアップ等を通じた
計 自己実現のインセンティブを創出することを促進する「シーズ・インキュ
画 ベータ制度」を活用し、調査研究に取り組む。
・水道事業の経営並びに技術の研究をはじめ、水道事業全般にわたる事
業分析や実施報告など、多くの論文や記録などを集約する「水道事業研
究」（論文集）の編集、発行等を継続し、職員の見識やモチベーションを高
め、組織の活性化を図る。

①(ⅰ)
プロセス指標の達成状況
中
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

・「部門別Ｒ＆Ｄプログラム」での調査研究による課題解決
・「シーズ・インキュベータ制度」での調査研究 ５件以上
・「水道事業研究」（論文集）への掲載件数 10件以上
（2018（平成30）年度実績：10件）
【撤退・再構築基準】
・シーズ・インキュベータ制度での調査研究、及び「水道事業研究」（論文
集）への掲載件数が目標に達しなかった場合、局内周知などの取組方法
を見直す。

前年度までの実績
・「シーズ・インキュベータ制度」での調査研究
2019（令和元）年度実績：10件
・「水道事業研究」（論文集）への掲載件数
2019（令和元）年度実績：20件

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

「シーズ・インキュベータ制度」を活用した自由闊達に調査研究に取り組
むことができた。 また、予定通り、「水道事業研究」の編集・発行を行っ
た。
（目標）
・シーズ・インキュベータ制度での調査研究：７件
・「水道事業研究」への掲載件数：２１件

自
己 プロセス指標の達成状況
評 取組実績どおり
価

①(ⅰ)

ア

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

改善策

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

1百万 円

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

－17－

【様式２】
めざす成果及び戦略

２－３

【効果的な広報活動の展開】

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

戦略（中期的な取組の方向性）

・「市民が水道事業を自分たちのこととして捉え、自らがそれを支える」と
いう意識を持っていただいている状態
・水道局組織が市民・お客さまに信頼されている状態

・改正水道法を受けた「水道の基盤を強化するための基本的な方針」に
定める、水道の基盤を強化するためには「水道は地域における共有財産
であり、その経営に自らも参画しているとの認識で水道にかかわることが
重要」との趣旨を踏まえ、水道を取り巻く環境の変化やＳＮＳの普及など、
計
時代の変化を踏まえて広報戦略を策定した。
アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
画
・具体的には、「水道基盤強化に資する施策」、「ＳＤＧｓに資する環境施
・インターネットアンケートにおいて「大阪市の水道」を総合的に考えて「評
策、環境教育」などの重点施策ごとに、広報対象をセグメント化した上で、
価できる」の割合が80％を維持し、さらに2020（令和２）年度から2024（令
スマートシティに相応しいＩＣＴツールも活用しながら、訴求効果と費用対効
和６）年度の５カ年間以内に85％以上をめざす。
果の高い、実感・体感・参加型の広報活動に取り組む。
・家庭で飲料水を「備蓄している」の割合を2019（令和元）年度から2023
（令和５）年度まで５カ年間、60％以上を維持する。

戦略のアウトカム指標に
ア
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題

※有効性が「イ」の場合は必須

Twitter等のSNSの活用や、市役所モニター等での動画放映など、戦略を
前年度 個別 全体 踏まえた広報活動に取り組んだが、新型コロナウイルス感染症の影響
で、予定していた広報活動の機会が縮小されたことにより、一部、計画通
インターネットアンケートにおいて、「大阪市の水
81.80%
B
自 道」を総合的に考えて「評価できる」の割合：
りに取り組むことができなかった。
B
己 77.0％
インターネットアンケートにおいて、家庭で飲料水
今後の対応方向
※有効性が「イ」の場合は必須
57.40%
B
評 を「備蓄している」の割合：56.2％
さらなるSNSの活用を促進し、訴求効果と費用対効果が高く、お客さまの
価
Ａ：順調 Ｂ：順調でない ニーズに合った、タイムリーな情報発信を行う。新型コロナウイルス感染
症の影響を受け、設置が遅れたウォーターディスペンサーを次年度は効
ａ：順調
果的に活用し、水道局の認知度向上を促進する。また、イベントについて
ｂ ｂ：順調でない
戦略の進捗状況
も感染症対策を徹底した上で開催するなど、広報機会を確保していく。

具体的取組２－３－１

【テーマに応じた新たな広報活動の取組】
－
－
30決算額
円 元予算額
円 ２予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・今後の広報活動に当たっては、現状のターゲット層にも引き続き訴求し
ていくとともに、新たにターゲットとなるセグメントに的確に情報を届けるた
め、情報を発信する際には、対象を明確にして情報媒体を選択し、対象
者への発信時期についても効果的なタイミングを捉えて行う。
・今後の特徴的な取組として、市内６か所（大阪城公園、天王寺動物園な
計 ど）に給水スポット（デジタルサイネージ付きウォーターディスペンサー）を
設置し、水道水を無料で提供する。
画 ・水道水のおいしさや安全性、水道事業の基盤強化などの取組につい
て、インパクトのある短い広報動画を作成し、給水スポット（デジタルサイ
ネージ付きウォーターディスペンサー）、ホームページ、YouTubeなどで放
映する。
・また、これまでの取組を拡充するものとして、新たな浄水場見学ツアー
の開催、ボトル水の活用の検討、ＳＮＳを活用した情報発信に取り組む。

①(ⅰ)
プロセス指標の達成状況
中
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

・ウォーターディスペンサー使用者へのアンケートにおいて、当取組を「評
価できる」の割合が80％以上
【撤退・再構築基準】
・2020（令和2）年度は試行実施であるので、その結果を踏まえてその後
の事業展開を行う。

前年度までの実績
・2020（令和2）年2月 「大阪市水道局広報戦略」策定
・当年度開始（予定）の事業のため、実績なし

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

・ウォーターディスペンサーを年度内に設置し、アンケートを実施
・市内６か所へ設置予定だったが、設置場所の相手方都合により１台の
設置を見送り、今年度は市内５か所への設置に変更。未設置の１台につ
いては、次年度内に設置予定。

自
プロセス指標の達成状況
己
ウォーターディスペンサー使用者へのアンケートにおいて、当取組
評 を「評価できる」の割合：98.5％
価

①(i)

ア

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

改善策

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

44百万 円

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

－18－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

【様式２】
具体的取組２－３－２

【飲料水備蓄の促進につながる広報】
－
－
30決算額
円 元予算額
円 ２予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・市役所での大型モニター等や水道記念館イベントでの広報など、「公助」
「共助」によるソフト・ハード両面の対策に加え、「水の備蓄」などの「自助」
に関する情報発信を行う。
・とりわけ災害時に備えた飲料水の備蓄率を向上させる取組として、店舗
計 へのポスター掲示・チラシ配架等、民間企業とのタイアップ、ＳＮＳの活用
画 などにより、「１人１日３Ｌを目安とした飲料水の備蓄」を啓発するとともに、
インターネットアンケートにおける「備蓄しない理由」を調査・分析し、結果
を元にＰＲ方法を見直し、年度内に再度調査を行う。
【改定履歴あり】

プロセス指標の達成状況

中
①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
間 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ③：撤退・再構築基準未達成
り
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

円

・年度後半に行うインターネットアンケートにおいて、家庭で飲料水を「備
蓄している」の割合60％以上を維持する。
【撤退・再構築基準】
・目標値を大きく（10ポイント以上）下回る場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
＜インターネットアンケート結果＞家庭で飲料水を「備蓄している」の割合
2015（平成27）年度：51.3％
2016（平成28）年度：51.7％
2017（平成29）年度：50.8％
2018（平成30）年度：64.0％
2019（令和元）年度：57.4％

課題と改善策

①(ⅱ)

－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・区民まつり等での啓発については、新型コロナウイルス感染症の影響に
より中止となったため実施できないが、市役所に設置している大型モニ
ター等での動画による広報活動や、水道記念館イベントにおいても防災を
テーマにイベントを実施するなど、啓発を行っていく。

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

・新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった各区の防災訓練 インターネットアンケートの結果、『家庭で飲料水を「備蓄している」の割
や区民まつり等での啓発の代替措置として、市役所の大型モニターや民 合』は目標の60％に達することはできなかったが、その結果を性年代別に
間企業（スポーツチーム）との連携によるスタジアムのビッグビジョンを用 見ると、男性の20代から50代において備蓄率が低いことがわかった。
いた動画による情報発信を行った。
・店舗へのポスター掲示に加え、Twitterも活用し、災害時に備えた飲料水
備蓄の啓発を行った。
・インターネットアンケートにおいて「備蓄しない理由」の調査・分析を行っ
た

自
己 プロセス指標の達成状況
評 インターネットアンケートにおいて、家庭で飲料水を「備蓄している」
改善策
※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
②(ⅱ)
インターネットアンケートの結果から、男性の20代から50代をターゲット層
価 の割合：56.2％
として、次の広報活動を行っていく。

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった ・民間企業（スポーツチーム）との連携によるスタジアムでの備蓄等に関
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった する動画の放映
・情報の拡散が期待できるTwitterやLINE等のSNSを活用し、備蓄の啓発
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

ア

記事や動画の発信
・令和２年度末に設置したウォーターディスペンサーで備蓄等に関する動
ア：有効であり、継続して推進
画の放映
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

－19－

【様式２】
めざす成果及び戦略

２－４

【官民連携の推進】

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

戦略（中期的な取組の方向性）

（水道事業）
（水道事業）
・民間ノウハウや人的資源を最大限取り込み、管路更新ペースを大幅に ・ＰＦＩ管路更新事業の導入を実現し、民間ノウハウや人的資源を最大限
引き上げるためのＰＦＩ管路更新事業の導入が実現している状態
取り込み、管路更新ペースを大幅に引き上げることにより、管路網の安
心・安全を強化し、安定的な制度運用を図る。
（工業用水道事業）
・民間ノウハウを最大限取り込み、安定供給と持続可能な事業経営を確 （工業用水道事業）
・官民連携手法の導入を実現し、民間ノウハウを最大限取り込み、事業
計 保するための官民連携手法の導入が実現している状態
基盤の強化を行うことにより、安定的な制度運用を図る。
画

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）

※重点目標
（水道事業）
・管路更新ペースを大幅に引き上げるためのＰＦＩ管路更新事業の導入
（工業用水道事業）
・安定供給と持続可能な事業経営を確保するための官民連携手法の導入

戦略のアウトカム指標に
ア
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題

※有効性が「イ」の場合は必須

前年度 個別 全体

自 ＰＦＩ管路更新事業等の導入に向けて、募集要
己 項等を公表し、事業者選定手続きを実施
評 工業用水道特定運営事業等の導入に向けて、
価 募集要項等を公表し、事業者選定手続きを実施

実施方針（案）
等の公表

Ａ

〃

Ａ

Ａ

―

今後の対応方向

※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調 Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

具体的取組２－４－１

a

―

ａ：順調
ｂ：順調でない

【PFI管路更新事業の導入推進（水道事業）】★
－
34百万 円 ２予算額
67百万 円
30決算額
円 元予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（Ｐ ・ＰＦＩ管路更新事業に係る事業内容の決定及び事業者選定手続きの開
ＦＩ法）に基づき、2019（令和元）年度に策定・公表した実施方針（案）のと 始
おり、改正水道法の適用によるＰＦＩ管路更新事業の導入に向けて、次の
取組を進める。
【撤退・再構築基準】
・導入手続きを進める過程において、より詳細な検討・審査を要すると判
＜主な取組項目＞
断した場合には、導入までのスケジュールの再検討を行う。
・事業内容の決定（実施方針、特定事業の公表）
前年度までの実績
・募集要項、実施契約書（案）、モニタリング計画（案）等の作成
【官民連携】
・事業者選定手続き（資格審査、競争的対話）
・2018（平成30）年９～10月
管路耐震化促進のための新たな官民連
携手法導入の検討にかかるマーケットサ
ウンディング （市場調査）を実施
計
画
・2019（平成31）年２月
「改正水道法の適用によるPFI管路更
新事業と水道基盤強化方策について
（素案）」の公表
・2019（令和元）年12月
外部有識者から構成される「大阪市ＰＦＩ
事業検討会議」にて、実施方針（案）等に
ついて意見聴取
・2020（令和２）年１月
戦略会議において、公共施設等運営権
制度の導入方針を決定
・2020（令和２）年２月
PFI管路更新事業に係る「実施方針
（案）」、「要求水準書（案）」等の公表
・2020（令和２）年３月
事業実施に関し、必要な事項を定めた
関連条例議案が可決
①(ⅰ)
プロセス指標の達成状況
中
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

2020（令和２）年４月に実施方針及び特定事業の選定等において事業内
容を決定し公表した。10月に募集要項、実施契約書（案）、モニタリング
計画（案）等を公表して事業者選定手続きを開始し、11月から2021（令和
３）年３月までの間、応募者に対し、資格審査、競争的対話等を実施し
た。

自
プロセス指標の達成状況
己
実施方針等において決定した事業内容を公表し、募集要項等の
評 公表を行い、事業者選定手続きを開始した。
価

① 改善策
（ⅰ）

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

ア

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

－20－

【様式２】
具体的取組２－４－２

【公共施設等運営権制度の導入推進（工業用水道事業）】★
－
23百万 円 ２予算額
55百万 円
30決算額
円 元予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（Ｐ ・工業用水道事業への公共施設等運営権制度導入に係る事業内容の
ＦＩ法）に基づき、2019（令和元）年度に策定・公表した実施方針（案）のと 決定及び事業者選定手続きの開始
おり、公共施設等運営権制度の導入に向けて、次の取組を進める。
【撤退・再構築基準】
＜主な取組項目＞
・導入手続きを進める過程において、より詳細な検討・審査を要すると判
・事業内容の決定（実施方針、特定事業の公表）
断した場合には、導入までのスケジュールの再検討を行う。
・募集要項、実施契約書（案）、モニタリング計画（案）等の作成
前年度までの実績
・事業者選定手続き（資格審査、競争的対話）
【官民連携】
・2018（平成30）年3月
大阪市水道経営戦略（2018-2027）公表
・2018（平成30）年6月～
経済産業省による工業用水道事業にお
けるPPP/PFI促進事業の採択を受け、
計
導入可能性調査を実施
画
・2019（平成31）年2月
「大阪市工業用水道事業への公共施設
等運営権制度活用について－導入可能
性調査の実施－」の公表
・2019（令和元）年12月
外部有識者から構成される「大阪市ＰＦＩ
事業検討会議」にて、実施方針（案）等に
ついて意見聴取
・2020（令和２）年１月
戦略会議において、公共施設等運営権
制度の導入方針を決定
・2020（令和２）年２月
工業用水道特定運営事業に係る「実施
方針（案）」、「要求水準書（案）」等の公
表
・2020（令和２）年３月
事業実施に関し、必要な事項を定めた
関連条例議案が可決
①(ⅰ)
プロセス指標の達成状況
中
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

2020（令和２）年４月に実施方針及び特定事業の選定等において事業内
容を決定し公表した。10月に募集要項、実施契約書（案）、モニタリング
計画（案）等を公表して事業者選定手続きを開始し、11月から2021（令和
３）年３月までの間、応募者に対し、資格審査、競争的対話等を実施し
た。

自
プロセス指標の達成状況
己
実施方針等において決定した事業内容を公表し、募集要項等の
評 公表を行い、事業者選定手続きを開始した。
価

① 改善策
（ⅰ）

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

ア

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

－21－

【様式２】
めざす成果及び戦略

２－５

【広域連携・海外展開の推進】

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

戦略（中期的な取組の方向性）

・府域における水道事業の全体最適化
･国内外の水道事業体の持続的な事業運営への寄与
･高度な水道技術の醸成（技術継承・人材育成）
･多角的な事業経営

・広域連携を推進し、施設の有効活用を図るなど、府域における水道事業
の最適化に取り組む。
･大規模水道事業体として、近隣の中小水道事業体に対し、技術支援や
人材育成に資する技術研修といった技術協力を行うとともに、信頼の醸成
に努めていく。
･アジアを中心とした海外の水道事業体の課題解決や発展に寄与する。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
計 ※重点目標
画 ・守口市との庭窪浄水場共同化（2024（令和6）年度）の開始

･他都市の技術支援業務の受託件数：3カ年（2019～2021(令和元～３）年
度）のべ15件以上
･他水道事業体研修の受講者数各年度450人以上、研修評価に関する総
合満足度85%以上
･アジアを中心とした海外における事業案件成立（2019～2021（令和元～
３）年度：１件）

戦略のアウトカム指標に
ア
対する有効性
アウトカム指標の達成状況

課題

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

※有効性が「イ」の場合は必須

前年度 個別 全体

守口市との庭窪浄水場共同化に向けた検討及
び準備は予定通り実施している
自 技術支援業務の受託件数（2020（令和２）年度）：
己 8件≧5件（=15件／3年）

評 他水道事業体研修の受講者数385人以上、研修
価 評価に関する総合満足度85%以上
海外事業案件成立：１件(2019（令和元）年度成
立済み)

―

Ａ

受託件数：
のべ5件
（R1）

Ａ

484名・91%

Ａ

案件成立：
1件（R1）

Ａ

―

Ａ

今後の対応方向

※有効性が「イ」の場合は必須

－

Ａ：順調 Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

具体的取組２－５－１

ａ

ａ：順調
ｂ：順調でない

【府域水道の最適化に向けた取組】★
－
－
30決算額
円 元予算額
円 ２予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容

・府域水道施設の最適化に向け、「府域一水道に向けた水道のあり方協
議会」での検討結果を踏まえ、大阪府等の関係機関と協議・連携し、詳細
検討に取り組む。
・庭窪浄水場の守口市との共同化を円滑に実施するために必要な詳細検
計 討及び実施準備に取り組む。
・水道の基盤の強化に向けた連携協定を締結した堺市、大阪広域水道企
画 業団と相互に協力し、広域的な連携方策について、具体策を検討する。

3百万 円

・守口市との庭窪浄水場の共同化（2024（令和6）年度）に向けた新設送水
管設計等の検討及び準備
・堺市、大阪広域水道企業団と、連携に係る具体策の検討
【撤退・再構築基準】
対象外（複数年事業）

前年度までの実績
・守口市と、庭窪浄水場の共同化に関する基本協定を締結（2019（令和
元）年12月）
・堺市、大阪広域水道企業団と水道の基盤の強化に向けた連携協定を締
結（2020（令和２）年３月）

①(ⅰ)
プロセス指標の達成状況
中
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

・守口市との庭窪浄水場の共同化（2024（令和6）年度）に向けた新設送水
管設計等の実施
・「府域一水道に向けた水道のあり方に関する検討報告書」を踏まえて堺
市、大阪広域水道企業団と協議を実施し、連携に係る具体策の検討に着
手

自
プロセス指標の達成状況
己
取組実績どおり
評
価

① 改善策
（ⅰ）

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

ア

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

－22－

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

【様式２】
具体的取組２－５－２

【広域連携の推進】★

※具体的取組2-5-3の予算を含む 30決算額

※3百万 円 元予算額 ※4百万 円 ２予算額 ※33百万 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容
・これまで築いてきた本市の技術・ノウハウを有効活用し、技術協力に関
する連携協定を締結している事業体からの要請に基づく水質検査などの
各種分析、長期計画の作成支援、設計・施工監理に対するアドバイスなど
の技術支援業務を受託する。
・本市が有する水道トータルシステムの人材、知識、技術ノウハウ及び体
験型研修センター等の資産を有効活用し、技術継承に課題を抱える他都
市水道事業体職員の人材育成に資する事務・技術研修を開催する。ま
た、日本水道協会やJICA等の他団体からの研修を受託し、国内外の水道
事業に従事する官民の研修生を積極的に受け入れるなど、体験型研修セ
ンターを広域的な研修拠点として最大限活用する。
・外郭団体である㈱大阪水道総合サービスを活用して、研修事業の拡充
や技術支援業務の実施体制強化を図る。（なお、㈱大阪水道総合サービ
スとは、2020（令和2）年2月17日に当局と「水道事業の広域連携及び海外
展開に係る事業等の実施に関する協定」を締結している。）

計
画

・他都市の技術支援業務件数：5件
・水道事業体研修の受講者数・満足度：385人以上・85%以上
・体験型研修センター利用者数（局外研修員）：800人以上
【撤退・再構築基準】
・技術支援業務の受託が無くなった場合、事業を再構築する。
・水道事業体研修における受講生の満足度70％以下の場合、研修内容
等を見直す。
【改定履歴あり】

前年度までの実績
・受託件数：82件（2006～2019（平成18～令和元）年度 計14カ年）
（年度別受託件数）
2006（平成18）年度：1件、2007（平成19）年度：1件、2008（平成20）年度：7件、
2009（平成21）年度：11件、2010（平成22）年度：8件、2011（平成23）年度：5件、
2012（平成24）年度：9件、2013（平成25）年度：5件、2014（平成26）年度：6件、
2015（平成27）年度：6件、2016（平成28）年度：4件、2017（平成29）年度：7件、
2018（平成30）年度：7件、2019（令和元）年度：5件
（参考）
連携協定を締結している事業体：24事業体（2020（令和元年）3月末現在）
うち、23事業体と「技術協力に関する連携協定」を締結し、堺市と「水道事業
に係る包括連携協定」を締結している。
・2020（令和2）年2月 「広域連携・海外展開戦略」を策定
・水道事業体研修の受講者数・満足度
2015（平成27）年：479名・96%
2016（平成28）年：506名・91%
2017（平成29）年：510名・92%
2018（平成30）年：543名・94%
2019（令和元）年：484名・91%
・体験型研修センター利用者数（水道事業体研修受講者を含む局外研修員）
2015（平成27）年：1,561人
2016（平成28）年：1,517人
2017（平成29）年：1,685人
2018（平成30）年：1,748人
2019（令和元）年：1,901人

②(ⅱ)
プロセス指標の達成状況
中
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

新型コロナウィルス感染拡大の影響により、水道事業体研修については、
受入人数を制限のうえ、ソーシャルディスタンスを確保して、開催する必要
があるため、当初設定したプロセス指標（受講者数）の達成が困難なこと
から、指標を修正する。また、体験型研修センター利用者数についても、Ｊ
ＩＣＡ受入研修の中止及び日本水道協会受託研修等の中止・縮小により、
受入人数が大幅に減少する見込みであることから、指標を修正する。

―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績

課題

○技術支援業務受託件数：次の８件
①羽曳野市危機管理マニュアル（その３）作成に係る技術支援業務
②羽曳野市送水管改良工事施工監理に係る技術支援業務
③羽曳野市壷井配水池更新工事設計に係る技術支援業務
④守口市送水管新設工事設計に係る技術支援業務
⑤守口市配水管管網解析技術支援業務
⑥富田林市水安全計画作成に係る技術支援業務
⑦富田林市事業継続計画及び受援計画作成に係る技術支援業務
⑧大和郡山市水質検査業務

水道事業体研修の受講者数の目標は未達成となったものの、二度目の
緊急事態宣言の発出により他府県間の移動制限の影響を大きく受けたも
のであり、止むを得ないことと考えている。

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

○水道事業体研修の受講者数・満足度、体験型研修センター利用者数
水道事業体研修については、コロナ感染予防対策の観点から、募集人数
を制限する一方で、研修を追加開催することで受講機会の増加に努め、
目標達成可能な444人分の受講枠を確保したものの、感染再拡大や二度
目の緊急事態宣言発出により、７講座の研修中止を余儀なくされた。

・他都市の技術支援業務件数：８件
・水道事業体研修の受講者数・満足度：308人・87％
・体験型研修センター利用者数（局外研修員）：992人

②（i）

令和３年度は緊急事態宣言等の外的な影響を受けやすい受講者数では
なく、水道事業体からの受講要望に対し、追加開催を可能な限り実施し、
①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった コロナ禍においてもしっかりと受講者枠（受講機会）を確保することを目標
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった に掲げ、着実に取組みを推進し、令和２～５年度で1,700人以上の受講者
③：撤退・再構築基準未達成
数をめざす。

戦略に対する取組の有効性

ア

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】
具体的取組２－５－３

【海外展開の推進】★
※具体的取組2-5-2に含む 30決算額

※
※
円 元予算額
円 ２予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

当年度の取組内容
・ホーチミン市水道総公社（SAWACO）と当局との間で締結した技術交流
に関する覚書に基づき、ＳＡＷＡＣＯとの技術交流を行う。
・アジアをはじめとする海外水道事業体との新たな事業案件形成に向け
て、大阪・水・環境ソリューション機構と連携した取組を行うとともに、国
等、関係機関と協議・調整を行う。
・外郭団体である㈱大阪水道総合サービスを活用して、民間企業と一体と
なって戦略的に海外水ビジネスに取り組む体制を整備する。（なお、㈱大
阪水道総合サービスとは、2020（令和2）年2月17日に当局と「水道事業の
広域連携及び海外展開に係る事業等の実施に関する協定」を締結してい
る。）

※

円

・技術交流の実施：1回
・新たな事業案件の成立に向けたプロモーション等の実施 ：2件
【撤退・再構築基準】
・事業案件形成の可能性が無いと判断される場合、撤退する。

前年度までの実績
【ベトナム国・ホーチミン市水道との技術交流】
・大阪市水道局とホーチミン市水道との技術交流に関する覚書（2009（平成21）年度
締結、2015（平成27）年度・2018（平成30）年度更新）
・ホーチミン市水道との技術交流の実施（2010～2019（平成22～令和元）年度：42名
受入 ※他に、バリア・ブンタウ省水道10名、ドンナイ省水道2名を受入）
【ロシア連邦・サンクトペテルブルク市との技術交流】
・大阪市水道局並びに建設局、サンクトペテルブルク市上下水道公社との間で「上下
水道分野における技術交流に関する覚書」を締結（2015（平成27）年度、2019（令和
元）年度更新）
・覚書に基づく技術交流の実施（2015（平成27）年度、2018（平成30）年度、2019（令
和元）年度）

計
画

【官民連携による案件形成】
（ベトナム国・ホーチミン市）
・NEDO「省水型・環境調和型水循環プロジェクト」（2009～2010（平成21～22）年度）
・経済産業省「官民連携水事業展開のあり方に関する調査」（2011（平成23）年度）
・JICA「ホーチミン市給水改善計画調査」（2012～2013（平成24～25）年度）
・JICA「協力準備調査（PPPインフラ事業）」（2013～2015（平成25～27）年度）
・JICA「給水装置施工技術普及促進事業」（2017～2018（平成29～30）年度）
【その他】
・2020（令和2）年2月 「広域連携・海外展開戦略」を策定

①(ⅰ)
プロセス指標の達成状況
中
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退・再構築基準未達成
返
ア：有効であり、継続して推進
り 戦略に対する取組の有効性
ア イ：有効でないため、取組を見直す

課題と改善策

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

―：プロセス指標未設定(未測定)

当年度の取組実績

課題

・令和3年3月に技術交流を実施（Web会議による実施）
・以下の新規案件形成に係るプロモーション等を実施
①民間企業等との意見交換
②国・関係機関との協議・意見交換
③海外水道関係者向けセミナーへの参加

自
プロセス指標の達成状況
己
取組実績どおり
評
価

―

①(i)

改善策

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

ア

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

―

