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1-1 策定の目的

 令和2年、世界規模での新型コロナウイルス感染症の拡⼤が続くなか、国内においても4月には、緊急
事態宣言が発出され、水道局では国からの要請等に基づき感染症拡大防止に資する様々な対策、
取組みを講じつつ、安定給水を継続してきました。

 緊急事態宣⾔が解除された現下、今後、新型コロナウイルスと共存した事業運営を⾏っていくため、コ
ロナ禍における事業運営を振り返り、その効果・影響の分析評価を⾏うとともに、コロナ共存社会におい
て感染症対策を講じつつ、日々の水道事業を運営していく体制を整えておく必要があります。

 特に、給⽔収益の落ち込みやステークホルダーのマインドの変化等社会環境の変化は、現在推進中で
ある「⼤阪市⽔道経営戦略(2018-2027)」（以下、「経営戦略」という。）における重点施策にも影
響を及ぼしうるものであり、それらの点検及び⾒直しを⾏うことで、今後の持続的な⽔道事業運営の⽅
向性を確認する必要があります。

 また、これらの取組みにあたっては、ICT施策をいっそう加速させ、効率的な事業運営を⽬指すとともに、
水道事業の将来的な付加価値向上にもつなげていくきっかけとしなければなりません。

 本事業⽅針は、このような考え⽅のもと、⽔道局がコロナ共存社会において持続的な事業運営を⾏う
ために目指すべき方向性を取りまとめたものであり、水道局がこうした内外の環境変化を踏まえ、今後も
引き続き命の⽔を絶えることなく市⺠に供給し続けることができるよう、下半期からの円滑な事業運営に
向けて再スタートするための基本的な考え方を『With/Afterコロナ時代を⾒据えた⼤阪市⽔道局の事
業方針』として整理したので、ここに報告するものです。
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1-2 本事業方針の構成

 第1章では、本事業方針策定の目的として、策定に⾄った背景や必要性について整理するとともに、本
事業方針の位置づけについて示しています。

 第2章では、コロナ禍で⾒えた⽔道事業運営上での課題整理を⾏っています。
まず緊急事態宣言下において、感染症拡大という新たなリスクが顕在化する中、安全な水道水を安定
的に供給するため、⽔道局が⾏ってきた様々な感染症対策をとりまとめています。また感染症拡大に伴
う様々な活動自粛による水需要・給水収益の減少について、その分析を⾏っています。
これらの対応、影響等を踏まえ、今後、⽔道事業運営を円滑に実施していくために解決すべき重要な
課題を「安定給水の重要性」、「給水収益の減少」、「感染症対策の強化」及び「社会環境の変化」と
捉えました。

 第3章では、新型コロナウイルス感染症のリスクが社会に許容されるまで⼀定期間を要することを念頭に、
第2章で整理した課題に対し、持続的に水道事業を運営していくための取組みについてまとめています。
これらの取組みは、「経営戦略」において、⽔道の持続と成⻑を促す4つの戦略マネジメント（「リスクマ
ネジメント」「組織・経営マネジメント」「資源活用マネジメント」「業務・財務マネジメント」）に分類し整
理しています。

 第4章では、第3章でのこれらの取組みから、水道事業の付加価値向上につながる目指すべき方向性
を実施方針として「投資の最適化による基盤強化」 「水道DXの推進」 「広域的な基盤強化への取組
み」 の3点にまとめています。

 第5章では、「おわりに」として、本事業方針での取組みについて、経営戦略やその実⾏計画への反映
等、今後に向けた考え方をまとめています。
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◆ 安定給水の重要性

◆ 給水収益の減少

◆ 感染症対策の強化

◆ 社会環境の変化

◆ リスクマネジメント

◆ 組織・経営マネジメント

◆ 資源活用マネジメント

◆ 業務・財務マネジメント

給水収益の回復の⾒通しが⽴ちづらいな
か、耐震化計画、施設保全施策への影
響分析、資⾦計画

労働集約型の委託業務のあり方と感染
症対策に資する職場環境整備等による
新しい働き方スタイルの実現

渡航制限、投資抑制マインドのなかでの
将来の社会動向を⾒据えた広域連携、
海外展開事業の推進方策

感染症対策として「手洗い」の有効性が
高く、一刻の断水も許されないという社会
的使命を負う状況での事業継続

② 事業継続計画（ＢＣＰ）の補強

② 経済指標と連動した水需要予測

② 未知のウイルスに対する調査研究の充実

① 感染症対策を強化した事業実施体制

③ お客さまとのコミュニケーションの充実

③ 物件費抑制策

② 研修実施にかかる感染症対策と
オンライン研修の導入

① ステークホルダーのマインド変化の調査

① 収支への影響分析

第2章
コロナ禍における
水道事業運営

第3章
With/Afterコロナ時代を

⾒据えた取組み

第4章
水道局が目指すべき
方向性（実施方針）

3 広域的な基盤強化への取組み
① 広域連携事業の継続的推進

② 体験型研修センターの広域研修、
ナレッジマネジメントの推進拠点化

③ 技術職員の現場⼒強化

1 投資の最適化による基盤強化
① 浄水場における「耐震化重点ライン」と
「安定供給寄与ライン」の構築

② 運営権事業
1) 大阪市水道PFI管路更新事業
2) 大阪市工業用水道特定運営事業
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2 水道DXの推進

④ スマートメータ導入拡大ビジョン

③ お客さまサービスのオンライン化
② リモートワークの環境整備

⑤ エネルギー最適運用システムの構築

① CPS/IoTを活用した水道DXの推進
による新たな価値の創出

① 一刻の供給も止めない水道システムの構築



2025年
大阪・関西万博

2018 2020 2025 2027

With/Afterコロナ時代

◆新型コロナウイルス共存社会

With/Afterコロナ時代を⾒据えた⼤阪市⽔道局の事業⽅針

本⽅針は、「経営戦略」策定時には想定していなかったリスクであ
る「新型コロナウイルス」と共存することを前提とした取組みを整理し、
「経営戦略」を補完することで、環境変化に迅速に対応し、さらなる
事業運営の向上を図るための方針です。

2020年
新型コロナウイルス感染症拡大

2018年3月
大阪市水道経営戦略(2018-2027）策定

補完

1-3 本事業方針の位置づけ
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第2章
コロナ禍における水道事業運営
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2-1コロナ禍において⽔道局が⾏ってきた対応

「安定給⽔」のために⾏ってきた対応 実績等

事業継続

局内体制の早期構築
統括リスク管理会議にて対策⾏動の開始（1/29）
新型コロナウイルス感染症対策タスクフォースの⽴ち上げ（2/10）
新型コロナウイルス対策本部を局内に設置（2/20）

新型コロナウイルス感染症対策マニュアルの作成・運用

優先業務の設定と要員確保に係る応援体制の構築

水安全
ISO22000に基づく⽔道⽔の品質管理 塩素処理の徹底管理

運転管理オペレーターの感染防⽌ 総合⽔運⽤センターへの⼊室者の厳格管理（検温等）

労働環境

出勤抑制 テレワーク制度、休⽇勤務振替、特別休暇付与、年休取得推奨

接触抑制
時差出勤、マイカー等通勤緩和、オンライン会議推進、出張抑制、
休憩時間選択制、公務目的外活動自粛、海外渡航抑制、
サテライトオフィス運用、スプリットチーム体制

広報

ホームページによる広報 「新型コロナウイルスに関するお知らせ」コーナーの設置
水道局の取組み、水道水の安全性、貯水槽水道の衛生確保に関
する注意喚起等の広報の実施Twitter、LINEによる広報

広報動画の作成 「感染症リスク対策に関するお知らせ」
「水からはじめる新しい生活様式」

局イベント、局関連施設休止 桜並⽊通り抜け、⽔道記念館イベント、浄⽔場⾒学
柴島テニスコート、柴島スポーツ、シティゴルフつるみ

水道局では、コロナ禍においても「安定給水の重要性」を鑑み、事業継続性を強化するため、以下の観点での対策を講
じてきました。特に、水道水の安全性や感染症対策としての重要性について、科学的根拠に基づいた情報を的確かつ迅
速に市⺠・お客さまにお伝えする広報も⾏ってきました。

９



2-2コロナ禍での水需要の減少（水道事業）

浄⽔場合計配⽔量の推移（昨年度との比較）

水需要は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための活動自粛等の影響により、3月から水需要の減少傾向がみら
れはじめて以降、緊急事態宣言の発出に伴い、さらに大きく減少しました。6⽉以降、経済活動の再開に伴い、回復傾
向が⾒られていますが、昨年度と⽐べ⽔需要は、低⽔準で推移しています。

浄⽔場合計配⽔量の推移 浄⽔場合計配⽔量の増減⽐
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2-3 コロナ禍での給水収益の減少（水道事業）

給水収益の推移
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための活動自粛等の影響による水需要の減少に伴い、給水収益も大幅に減少し
ています。特に大口需要家の給水収益減少が顕著であり、海外渡航制限によるインバウンド需要が皆減していること等か
らも、前年度⽐での給水収益の減少傾向は、今後、一定期間継続するものと考えています。
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日 3/1 3/6 3/11 3/16 3/21 3/26 4/1 4/6 4/11 4/16 4/21 4/26 5/1 5/6 5/11 5/16 5/21 5/26 6/1 6/6 6/11 6/16 6/21 6/26 7/1 7/6 7/11 7/16 7/21 7/26 8/1 8/6 8/11 8/16 8/21 8/26

◆給⽔量（移動平均 前年⽐）　【％】 -5.6 -6.8 -4.9 0.1 -4.9 -6.0 -7.1 -5.8 -5.4 -3.6 -1.8 -3.2 -3.4 -4.0 -0.6 -2.1 -5.6 -3.7 -2.0 -4.1 -7.6 -3.8 -3.3 -1.7 2.8 0.7 1.1

◆人口変動 （梅田駅／感染拡大前比）  【％】 ※1 -84.1-74.7-87.8 -73 -88.2-69.8-81.1-51.9-42.6-35.8-32.9-32.8-26.9-26.1-16.3-19.2-26.8-19.9-20.6-24.6 -37 -31.6-26.4-24.1-39.6 -24 -24

◆⼤阪地区百貨店売上⾼（前年同⽉⽐）【％】 ※2
◆全国延べ宿泊者数（前年同⽉⽐）      【％】 ※3

3/3 4/14/2 5/15/2 6/16/2 7/17/2 8/38/4

3⽉⽔量

3/25 4/224/23 5/255/26 6/226/23 7/227/23 8/248/25

【出典】 ※1 NTTドコモ「モバイル空間統計」  ※2 （⼀社）⽇本百貨店協会「百貨店売上⾼」   ※3 観光庁「宿泊旅⾏統計調査」
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4〜8⽉累計
（前年⽐）
▲12.6％
▲31.3億円



2-4 コロナ禍での水需要及び給水収益の減少（工業用水道事業）
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実使⽤⽔量（R1） 実使⽤⽔量（R2）

▲6.9% ▲12.9% ▲4.9% ▲10.0%
▲4.4%

水需要、給水収益の推移

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための活動自粛等の影響を受け、工業用水道事業においても水道事業と同様に
水需要及び給水収益の減少傾向が⾒られています。影響を受けたユーザーの回復には⼀定期間要すると考えられるため、
これら水需要と給水収益の減少傾向は、今後も継続するものと考えています。
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4⽉〜8⽉累計
（前年⽐）

給水収益
▲ 7.8 %
▲ 4,460万円



支援策 対応（実績等）

⽔道料⾦の⽀払猶予（相談窓⼝開設） ⽀払猶予︓⽔道料⾦の⽀払を概ね3か⽉程度猶予（930件）
受付期間︓令和２年３⽉24⽇〜令和２年９⽉30日

⽔道料⾦の⻑期⽀払猶予・分割⽀払特例制度
（令和２年10月受付開始）

⽀払猶予︓⽔道料⾦の⽀払を最⻑１年間猶予
分割⽀払︓⽀払猶予分について最⼤12回まで分割支払可能
受付期間︓令和２年10月１日~令和３年３⽉31日

⽔道料⾦減免
基本料⾦全額免除（税込935円/月）

対象件数︓市内全給⽔世帯 約166万件
期間 ︓3か⽉間（令和2年7月検針分から9月検針分まで）
所要額 ︓約50億円（税込み）

備蓄物資の提供（区役所、学校等へ） マスク ︓66,000枚
次亜塩素酸ナトリウム液（6%）配布︓5,770ℓ

2-５ コロナ禍において⽔道局が⾏ってきた⽀援策

⽔道局では、コロナ禍における経済⽀援として⽔道料⾦の⽀払い猶予、基本料⾦全額減免や備蓄物資の提供としてマス
ク、消毒液（次亜塩素酸ナトリウム液）の配布を⾏ってきました。今後も、新型コロナウイルス感染症拡⼤の状況やニーズ等
を⾒極めつつ、⽔道事業運営に⽀障のない範囲で、引き続き⽀援策を講じてまいります。

次亜塩素酸ナトリウム液
（6%）の作成（浄水場） 13

※実績値は令和2年8月31日時点

◎実施内容
１ ⽀払猶予︓上下⽔道料⾦の⽀払を最⻑１年間猶予
２ 分割⽀払︓支払猶予分について、最大12回までの分割支払も可能
３ 受付期間︓令和２年10月１⽇（⽊曜⽇）〜令和３年３⽉31日（水曜日）
４ 受付⽅法︓⼤阪市⾏政オンラインシステムまたは郵送
５ 対 象︓令和3年3月分までの上下水道料⾦※

※ １ 回 の 申 込 で 令 和 3年 3月 分 ま で の 事 前 登 録 が 可 能 で す 。

◎目的
新型コロナウイルス感染症が経済的な影響をもたらしている状況を踏まえ、市⺠⽣活や経済活動を支援します。

新型コロナウイルス感染症にかかる上下⽔道料⾦の
「⻑期支払猶予・分割⽀払特例制度」を創設

◎対象者
本市と直接給⽔契約があり、新型コロナウイルス感染症の影響により収⼊が減少したことで、上下⽔道料⾦の
お⽀払が困難な市⺠・事業者

◎お問合せ先 水道局お客さまセンター 電話 ０６－６４５８－１１３２



◆ 安定給水の重要性 ◆ 給水収益の減少

◆ 感染症対策の強化 ◆ 社会環境の変化

給⽔収益の回復の⾒通しが⽴ちづらいなか、
耐震化計画、施設保全施策への影響分析、
資⾦計画

労働集約型の委託業務のあり方と感染症対策
に資する職場環境整備等による新しい働き方ス
タイルの実現

渡航制限、投資抑制マインドのなかでの将来
の社会動向を⾒据えた広域連携、海外展開
事業の推進方策

感染症対策として「手洗い」の有効性が高く、
一刻の断水も許されないという社会的使命を
負う状況での事業継続

2-６ コロナ禍において⾒えた課題

水道局では、コロナ禍において⾒えた⽔道事業運営を継続していくための課題を、「安定給水の重要性」、「給水収益の
減少」、「感染症対策の強化」、「社会環境の変化」と考えています。
特に、「手洗い」が有効な感染症対策とされ、インフラ事業としての事業継続の重要性をより強く認識しました。コロナ禍に
おいては安定給⽔を継続するために必要な取組みを中⼼的に講じ、事業継続を実現してきました。また、中⻑期的な視
点では、水需要の減少に伴う「給水収益の減少」、業務実施にあたっての「感染症対策の強化」、ステークホルダーのマイン
ド変化等「社会環境の変化」があげられます。
今後、円滑な事業運営を⾏うためには、これらの課題を考慮した取り組みが必要です。

14



第3章
With/Afterコロナ時代を

⾒据えた取組み

15



 水道事業の根幹は、安全な水道水を安定的に供給することですが、今後、コロナ共存社会において、
持続的に⽔道事業運営を⾏うためには、第2章で取りまとめた短期的な視点での安定給水に資する対
応だけでなく、中⻑期的な視点での取組みが求められます。

 水道局では、「経営戦略」に記した様々な施策を推進しています。これらの取組みにあたっては、感染
症拡大というリスクが新たに顕在化するなか、「経営戦略」で定める⽔道の持続と成⻑を促す取り組み
方針のもと、まず、水道の持続のための取組みについては、給⽔収益の早期回復が⾒込めない「経営リ
スク」に加え、感染症対策を考慮した「災害リスク」、「業務リスク」、「事故リスク」に対処していく必要とと
もに、⽔道の成⻑のための取組みとして、技術発展の著しいICT施策を積極的に活用していく必要があ
ります。

 これらの考え⽅のもと、今後、円滑な事業運営を⾏うために必要な取組みを「経営戦略」における4つの
戦略マネジメント（「リスクマネジメント」、「組織・経営マネジメント」、「資源活⽤マネジメント」、「業務・
財務マネジメント」）に分けて整理しており、それぞれの戦略マネジメントにおける取組みの考え⽅をこの
章で示します。

3-1論点整理

16



◆ 安定給水の重要性

◆ 給水収益の減少

◆ 感染症対策の強化

◆ 社会環境の変化

◆ リスクマネジメント

◆ 組織・経営マネジメント

◆ 資源活用マネジメント

◆ 業務・財務マネジメント

給⽔収益の回復の⾒通しが⽴ちづらいな
か、耐震化計画、施設保全施策への影
響分析、資⾦計画

労働集約型の委託業務のあり方と感染
症対策に資する職場環境整備等による
新しい働き方スタイルの実現

渡航制限、投資抑制マインドのなかでの
将来の社会動向を⾒据えた広域連携、
海外展開事業の推進方策

感染症対策として「手洗い」の有効性が
高く、一刻の断水も許されないという社会
的使命を負う状況での事業継続

② 事業継続計画（ＢＣＰ）の補強

② 経済指標と連動した水需要予測

② 未知のウイルスに対する調査研究の充実

① 感染症対策を強化した事業実施体制

③ お客さまとのコミュニケーションの充実

③ 物件費抑制策

② 研修実施にかかる感染症対策と
オンライン研修の導入

① ステークホルダーのマインド変化の調査

① 収支への影響分析

第2章
コロナ禍における
水道事業運営

第３章
With/Afterコロナ時代を

⾒据えた取組み

③ 技術職員の現場⼒強化

日常の断水リスク及び地震リスクに対応した最適な
整備、維持管理⽅針の策定による⽔道インフラの
基盤強化に加え、事業継続計画の補強、技術職
員の現場⼒強化により、事業継続性を強化します。

感染症対策に資する新しい働き方スタイルを実現
する職場環境整備に加え、ウイルスに関する調査
研究の推進とこれら科学的根拠に基づき、わかりや
すい広報を実践します。

感染症拡大に伴う様々な社会環境変化に対応し、
広域連携、海外展開事業や体験型研修センター
を活用した人材育成を確実に推進していきます。

給水収益の回復の⾒通しが⽴ちづらいなか、適切
な投資を⾏いつつ施設の基盤強化を図るための資
⾦確保、労働集約型業務委託にかかる物件費の
抑制に努めます。

17

① 一刻の供給も止めない水道システムの構築



3-2
リスクマネジメント

18

◆ リスクマネジメント

② 事業継続計画（ＢＣＰ）の補強
③ 技術職員の現場⼒強化

① 一刻の供給も止めない水道システムの構築



経営リスク
・給水収益の減少
・減免措置

日常の断水リスク
手洗い等、水道の公衆衛生機能の確保

地震リスク
地震時でも当面必要となる給水を確保

＜収入減＞ ＜支出増＞

最適な整備・維持管理

 ＰＦＩ管路更新事業を推進し、耐震管路網を早期に構築
・基幹管路や重要給⽔施設（広域避難場所及び災害医療機関）に⾄るルート上
に位置する管路を優先的に更新

管 路

19
浄水場  選択と集中による⽔道⽔の安定給⽔に資する整備、維持管理⽅針の策定

・地震対策への重点投資と⽇常の断⽔リスクに備えた施設・設備の維持管理⽅針

南海トラフ巨大地震への対策完了︓令和９年度末を⽬途
整備目標

上町断層帯地震への対策完了︓令和19年度末を⽬途

① 一刻の供給も止めない水道システムの構築

⽔道局では、かねてより地震リスクに備え、管路や浄⽔場の耐震化を推進してきましたが、今般のコロナ禍において手
洗い等が感染症対策に有効であることから、日常の水道による公衆衛生機能を確保するため、インフラ事業者として一
刻の断水も許されない事業運営を⾏わなければならいことを痛感したところです。
しかしながら、給水収益の減少等、経営リスクを抱えるなか、安定給水の実現のため、水道インフラの基盤強化と経済
合理性を両⽴させた最適な整備・維持管理⽅針を策定する必要があります。



新型コロナウイルス感染症対策マニュアル（感染症対策BCPの策定）

大阪市水道局事業継続計画
【BCP新型インフルエンザ等編】
（平成21年10月策定）

新型コロナウイルス感染症対応マニュアル
（令和2年3月策定）

大阪市水道局事業継続計画
【BCP感染症対策編】

これまでの経験・教訓
新たな知⾒・情報
各種施策等反映

② 事業継続計画（BCP）の補強

地震・風水害との併発リスクへの対応

水道局の感染症対策マニュアルとしては、平成21年に「大阪市水道局事業継続計画【BCP新型インフルエンザ等編】」を
策定していますが、未知のウイルスである新型コロナウイルスも当時の新型インフルエンザと感染症対策という観点では、類似点
も多く、コロナ禍において策定した新型コロナウイルス感染症対応マニュアルとの統合を図り、「大阪市水道局事業継続計画
【BCP感染症対策編】」として、⾒直し強化を図ります。

近年、地震や⾵⽔害が頻発しており、これら⾃然災害によ
る大規模災害が発生した際には、「大阪市水道局事業継続
計画（BCP⾃然災害編）」により事業継続活動を⾏います
が、感染症と自然災害が併発した際には、“感染症対策を
考慮した避難⾏動の⾒直し（分散避難）“や”衛生面”に
配慮した応急給水方法の多様化を図る必要があります。
また、ICTを活用し、Web会議を可能とするリモートによる
災害対策本部体制を整備検討することで、市⺠や職員にお
ける感染リスクの低減対策を講じながら災害対策にあたる必
要があります。
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③ 技術職員の現場⼒強化

委託履⾏が困難な場合の補完体制と委託管理体制を強化

◆ 技術職員の現場⼒強化
✓ 現場作業のOJT実施
✓ 委託推進による技術の流出を防ぎ、
技術職員の技術⼒を維持・向上

水道局全体の
技術⼒維持・現場⼒確保

コロナ禍においては、一部の委託業務について、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、工期を延期させる等
の対応措置を講じてきましたが、委託業務の中には、性質上、業務を停滞させることができないものもあります。
水道センターでは、OJTによる現場での断通水作業等にかかる局職員の現場⼒確保を通じ、委託業務の履⾏が継
続しがたい場合の業務の補完体制を構築するとともに、委託業務の管理体制を強化します。

✓ 現場⼒の資格認定制度 委託業務の管理体制強化

委託業務の履⾏が困難な場合の
補完体制 21

浄⽔場運転管理オペレーターの育成

浄水場では、新型コロナウイルスの感染が拡大した場合
に備え、安定的かつ継続的な浄水供給体制を確保する
ため、現有職員のみならず、広く技術職員を対象に運転
管理オペレーターの⼈材育成を促進し、事業継続性の強
化を図ります。



3-3
組織・経営マネジメント

22

◆ 組織・経営マネジメント

② 未知のウイルスに対する調査研究の充実

① 感染症対策を強化した事業実施体制

③ お客さまとのコミュニケーションの充実



① 感染症対策を強化した事業実施体制

★︓緊急時に拡⼤が可能

デスクワークが中心となるATC庁舎では、テレワークや時差出勤制度、サテライトオフィスの活用等での出勤抑制と接触
抑制によって感染防止策を維持していきます。
一方、現場業務が中心となる浄水場と水道センターでは、交替・シフト勤務による出勤分散や、職場クラスターによる感
染リスクを回避するため職場内分散配置（スプリットチーム制）といった工夫で接触を抑制し、感染防止策を維持してい
きます。 ⻑期的には、「テレワークで対応できる業務」と「出勤が必要な業務」を整理し、出勤者数を限定することでスペー
スを確保し、３密を回避しつつ、働く場所にとらわれないWith/Afterコロナ時代の働き方にマッチした新たなオフィス環境を
整備していきます。

新型コロナウイルス感染防止策

・主な出勤抑制、接触抑制による感染防止策

23

職 場 業 務 特 性 出 勤 抑 制 接 触 抑 制

ATC庁舎 デスクワークが中心 テレワーク★ 休日勤務
振替★ 時差勤務 サテライト

オフィス
浄水場

水道センター
水づくりに関する現場業務が中心
配水管に関する現場業務が中心

交替・シフト
勤務

職場内
分散配置 時差勤務

⾃宅
（テレワーク）

局施設
サテライトオフィス

⺠間施設
（コワーキングスペース※）

複数の働く場所

水道局庁舎

・出勤抑制、接触抑制のイメージ図 ・新たな働き場所

※ 異なる職業や仕事を持つ利⽤者がオフィス環境を共有し仕事を⾏う

サードプレイスオフィス

9:00 17:30

テレワーク勤務
交替・シフト勤務など

職場で勤務

出
勤
抑
制

（分散配置、時差勤務など）

通常の勤務体制

接触抑制



ステージ別ロードマップの作成

感染拡大のステージごとに対応レベルを設定し、感染状況に応じて速やかに体制を移⾏します。

① 感染症対策を強化した事業実施体制

24

新
規
感
染
者
数

時間

感染の状況が
厳しい時期 感染の状況が厳しい時期新規感染者数が限定的となった時期 新規感染者数

限定的時期

緊急事態宣言
4/7～

⇒段階的に
自粛要請等

レッド
ステージ２

赤信号点灯
⇒段階的に
自粛要請等

大阪
モデル

特定警戒

信号

外出
・
出勤

出勤抑制（7割削減）
① テレワーク制度（特例）
② 休⽇勤務振替（特例）
③ 年休取得勧奨
接触抑制
④ 時差出勤（特例）
⑤ 特別休暇付与
⑥ マイカー等通勤緩和
⑦ オンライン会議推進
⑧ 出張抑制
⑨ 休憩時間選択制
⑩ 公務目的外活動自粛
⑪ 海外渡航抑制
⑫ サテライトオフィス運用

同左 同左

継続する制度・取組（当面含む）
① テレワーク制度（特例）
④ 時差出勤（特例）
⑤ 特別休暇付与
⑥ マイカー等通勤緩和
⑦ オンライン会議推進
⑧ 出張抑制（一部緩和）
⑨ 休憩時間選択制
⑪ 海外渡航抑制
⑫ サテライトオフィス運用

終了した制度・取組
② 休⽇勤務振替（特例）
③ 年休取得勧奨
⑩ 公務目的外活動自粛

継続する制度・取組（当面含む）
① テレワーク制度（拡⼤）
④ 時差出勤（拡大）
⑤ 特別休暇付与
⑦ オンライン会議推進
⑪ 海外渡航抑制
⑫ サテライトオフィス運用
終了した制度・取組
② 休⽇勤務振替（特例）
③ 年休取得勧奨
⑥ マイカー等通勤緩和
⑧ 出張抑制（一部緩和）
⑨ 休憩時間選択制
⑩ 公務目的外活動自粛

警戒
※

出勤抑制＋接触抑制
①〜⑫の発動

同左

グリーン
ステージ２

グリーンステージ３
（5/23〜）

特定警戒解除
(又は２週間後)

特定警戒

グリーンステージ１
（5/16〜）

宣言区域解除

厳しい自粛要請

緊急事態宣言
大阪府解除
5/21～

← 新しい生活様式の継続と適切な感染防止対策を実施 →

レッド
ステージ１
非常事態

〜 〜

緑信号点灯
⇒段階的に
自粛解除

緑信号点灯
⇒段階的に
自粛解除

イエロー
ステージ

▢ 適切な感染防⽌対策の実施・継続
▢ 新しい働き方スタイルへ順次移⾏・定着

7/1〜8/31〜6/30

現在地

レッドステージでは、①〜
⑫に限らず、感染状況を
踏まえ、感染拡大防止に
必要と考えられる措置を
実施する。

警戒

※ 新たな生活様式やガイドラインの遵守徹底等を呼びかける。

9/1〜



⾼度浄⽔処理で
十分対応可能

新型コロナウイルスの除去（不活化）に効果があると考えられる処理

※ ⽔環境（淀川原⽔）中の実態調査等の情報収集も⾏い、⽔源汚染リスクの把握も⾏っていきます。

現⾏の⾼度浄⽔処理には、新型コロナウイルスを除去（不活化）可能と考えられる処理が多く存在するため、
ISO22000を活⽤した現⾏の処理を継続して実施することで、安全な⽔道⽔をお客さまへ供給できると考えています。
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② 未知のウイルスに対する調査研究の充実

モデルウイルス等を活⽤し、ウイルスの分析法の開発や浄⽔処理性調査等、調査研究を充実させ、学術的知⾒及び
技術⼒を蓄積していきます。また、浄⽔処理性については、現⾏処理にとどまらず、膜処理や紫外線処理など幅広い知
⾒の収集に努めます。

<リアルタイムPCR>✓ 学術的知⾒
✓ 技術⼒の蓄積

継続的な調査研究

モデルウイルスの選定

分析⽅法の確⽴

浄水処理性調査

浄⽔処理性



③ お客さまとのコミュニケーションの充実

感染症対策における水道水の役割は極めて重要であり、水道水の塩素消毒が新型コロナウイルスの不活化に有効である
ことや、水道水による手洗いが有効な感染予防策となることからも、インフラ事業者として水道の役割は大きく、意義があるも
のと考えています。
今後も、市⺠・お客さまとのリスクコミュニケーションとして、このようなコロナウイルスに対する水道水の有効性について、科学
的な根拠に基づいた情報を分かりやすい動画を用いて市内各所に設置する給水スポットや区役所ロビー等で幅広く広報する
ことで、水道の意義、社会での役割などを共有していきます。

市内各所の給水スポット、区役所等で放映するなど幅広く広報

市⺠・お客さま

市⺠・お客さまの
ご意⾒を事業に反映

〇様々な広報手段〇科学的根拠に基づいた情報

✓塩素消毒の効果
✓手洗いの有効性 等

HP,SNS,デジタルサイネージ,動画等
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※ 令和３年２⽉〜導⼊予定



3-4
資源活用マネジメント
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◆ 資源活用マネジメント

① ステークホルダーのマインド変化の調査

② 研修実施にかかる感染症対策と
オンライン研修の導入



① ステークホルダーのマインド変化の調査（広域連携事業）

• 新型コロナウイルス感染症の流⾏により、多くの
事業体でICT環境の未整備や給水収益の減
少など、課題が顕在化しています。

• 一方、広域連携については、8割以上の事業
体で、新型コロナウイルス感染症の影響の有無
に関わらず、推進していく意向を示しています。

○ 新型コロナウイルス感染症流⾏を踏まえた周辺事業体の広域連携に対するマインド調査

これまで以上に推進
3%

これまでどおり推進
79%

広域連携よりも自組織の
内部強化に努めたい 18%

（新型コロナウイルス感染症対応に関するアンケート調査（令和2年7⽉）（対象︓本市周辺28事業体））

感染症対策として、Web会議なども活⽤しながら、広域連携・海外展開戦略（令和2年2月）、あり方協議会報
告書※（令和2年3月）に基づき、周辺事業体のニーズに応じた技術支援等の広域連携を推進し、府域の基盤
強化に貢献します。

⻑期計画・マニュアル策定⽀援

水質等各種分析業務支援

各種技術支援

⽔道施設の設計・施⼯監理⽀援

守口市との浄水場共同化

令和元年12月、基本協定締結

送水管布設など準備作業を進め、
令和6年4月の運用開始を目指す

広域連携事業

28
※ 大阪府が設置した、府域の全水道事業体が参加する「府域一水道に向けた水道のあり方協議会」において、将来的な府域水道のあるべき姿
を検討したものをとりまとめた「府域一水道に向けた水道のあり方に関する検討報告書」



○ 海外水ビジネスに関するステークホルダーのマインド調査

国等関係機関
• 海外の関係者とのミーティング、セミナー等につ
いては、オンライン、Webを活⽤した形式に切
り替えて実施していく。

• 支援事業については、今後も継続的に実施
予定で、案件の公募も順次実施していく。

⺠間企業
• 海外渡航が規制されており、現地での活動は
困難な状況である。

• 国内において案件形成に向けた検討・準備
作業を実施していく。

現在は、海外での活動が制限されていますが、渡航再開後の事業実施に向けた活動が継続されています。

案件形成

• 関係者とリモートで意⾒交換を⾏える環境整備を⾏
い、海外事業体等のニーズを把握していきます。

• 海外⽔ビジネスパートナー制度（令和2年6月創
設）を活⽤しながら、⺠間企業とともに、案件形成、
水ビジネスの機会創出に向けた検討を進めていきま
す。

事業推進

国等の関係機関とも連携しながら、官⺠連携で海外
展開を推進します。

 技術交流
 テクニカルビジット
 研修・水ビジネス支援センターの設置

・水ビジネスの機会創出

・新規案件形成

・事業推進
リモートでの意⾒交換
ニーズの把握

① ステークホルダーのマインド変化の調査（海外展開事業）

海外展開事業

29



② 研修実施にかかる感染症対策とオンライン研修の導入

体験型研修センターでは、取水から給水に至るまで水道トータルシステムを実技により効果的に学ぶことができ、当局
職員だけでなく、他都市水道事業体職員など、広く研修事業に活用されています。
感染症対策として新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに沿った研修やオンライン研修の推進など、感染症対策
を意識した研修を組み合わせ、人材育成を促進していきます。

感染症対策を強化した集合研修
（新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン）

✓ 3密を回避した配置（座学、実技）

✓ 講師、研修生の体調チェックの徹底

✓ 施設・設備の消毒の徹底

オンライン研修の推進
（局職員向け研修への先⾏導⼊）

既存の「e-ラーニング」及びICT技術を取り
入れたリモート型オンライン研修（映像等
はナレッジとして蓄積）による新たな研修制
度を構築する。

自席端末での研修受講

講師

受講生
○ 講義を配信（生の研修を受講可）
○ 受講生は自席等で受講可能
○ 映像等はナレッジとして蓄積

オンライン研修のイメージ
✓ 感染が確認された場合の連絡体制

感染症対策を意識した研修とオンライン研修を組み合わせ、⼈材育成の促進

（座学） （実技）

30

（ソーシャルディスタンスを確保した研修風景）



3-5
業務・財務マネジメント
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◆ 業務・財務マネジメント

② 経済指標と連動した水需要予測
③ 物件費抑制策

① 収支への影響分析
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① 収支への影響分析

新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌に伴う活動⾃粛や料⾦減免により給⽔収益は、⼤幅な減少となっており令和２
年度の経常収⽀は⼤きく悪化する⾒込みです。
これらの影響は令和3年度以降にも及ぶものと考えており、新型コロナウイルスによる影響が回復するまでの収⽀⾒通

しを検討し、持続的な水道事業運営に努めてまいります。
一方、水道施設の基盤強化については、今後も引き続き推進していく必要があります。これまで財源について、自己

資⾦を最⼤限活⽤し、企業債の新規借⼊を最⼩限に抑制した結果、令和元年度決算の企業債に関する指標は、
「経営戦略」において目標とした水準に達しました。
今後、PFI管路更新事業による管路更新のペースアップを着実に推進するために、資⾦確保の⼿段として、企業債の

新規借入が必要となりますが、引き続き費用の削減に取組み、⿊字を確保することで、その抑制に努めてまいります。
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経常収⽀の⾒通し及び基盤強化推進のための資⾦確保

給水収益に対する企業債残高の割合

・大都市とは、東京都及び給水人口が概ね100万人以上の政令指定都市で計12都市（札幌市、仙台市、東京都、さいたま市、川崎市、
横浜市、名古屋市、京都市、神⼾市、広島市、北九州市、福岡市）

・４都市とは、概ね給水人口が200万人以上の４都市（札幌市、東京都、横浜市、名古屋市）

（単位︓％）

大都市平均

大阪市

目標水準達成

４都市平均

経営戦略の⽬標⽔準
給水収益に対する企業債残高の割合につい
て、平成28年度決算の４都市平均を参考に、
概ね200％程度の⽔準を⽬標としている。

企業債残高 （単位︓億円）



② 経済指標と連動した水需要予測

感染者増

新型コロナウイルス
感染拡大

経済活動
停滞

水需要の
減少

給水収益の
減少

業態別に現れる
⽔量への影響

活動自粛・制限

✓ 大規模イベント自粛

✓ STAY HOME

緊急事態宣言
大阪モデル⻩信号

✓ 店舗営業自粛
（時間短縮）

✓ 入国制限
（インバウンド需要減）

✓ 学校の休校

経済指標への影響

重症患者増

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う様々な活動自粛は、急激な経済の停滞を引き起こし、水需要・給水収益の大幅
な減少につながっています。一方で、これら経済の停滞により悪影響が予想されている経済指標と経済活動の写し鏡ともい
える水需要には、強い相関があると考えられます。今後の需要の予測等に活用するため、経済指標と水需要との関係性を
詳細に分析し、需要予測手法につなげていきます。

関係性が極めて高く、
様々な指標との相関を分析
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③ 物件費抑制策

お客さまセンター運営委託

お客さまセンターでは、市⺠・お客さまからの水道使用・支払い等にかかる受付業務を一元的に担っています。
お問い合わせの受付チャネルについて、近年はweb受付の件数が増加傾向にあるものの、依然として電話及びFAX・郵
送による件数が9割近くを占め、人に依存した体制からの脱却ができていません。
お問い合わせ件数が年々増加していることやコールセンター業界全体の⼈材不⾜といった課題も顕在化しており、今後
は、「定型的」「頻度の⾼い」お問い合わせは、WebやSNSを活⽤した対応に移⾏させるなど、ICTを活用し、お客さまサー
ビスのオンライン化を進めます。
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0

300,000

600,000

900,000

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

お問い合せ件数（平成27年度〜令和元年度）

問合せ クレジット ⼝座関係異動 名義等変更 修繕受付 使用中止 使用開始

（件）受付チャネル構成比

電話
69%

FAX・郵送
19%

Web
12％

約83万件
（年間合計）
※令和元年度



第4章
水道局が目指すべき方向性

（実施方針）
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3 広域的な基盤強化への取組み
① 広域連携事業の継続的推進

② 体験型研修センターの広域研修、
ナレッジマネジメントの推進拠点化

1 投資の最適化による基盤強化
① 浄水場における「耐震化重点ライン」と
「安定供給寄与ライン」の構築

② 運営権事業
1) 大阪市水道PFI管路更新事業
2) 大阪市工業用水道特定運営事業

2 水道DXの推進

④ スマートメータ導入拡大ビジョン

③ お客さまサービスのオンライン化
② リモートワークの環境整備

⑤ エネルギー最適運用システムの構築

① CPS/IoTを活用した水道DXの推進
による新たな価値の創出



浄⽔場においては、各処理系統を「耐震化重点ライン」と「安定供給寄与ライン」及び「ダウンサイジングライン」に分類し、自然災害対策に投
資を集中させつつ、効率的な維持管理（アセットマネジメントの実施）により⽇々の安定給⽔を確保します。
・耐震化重点ライン ︓災害時の安定給⽔確保のため、重点的に投資する系統。
・安定供給寄与ライン︓定期点検により施設・設備の劣化や不具合の兆候を捉え、必要最⼩限の補修により延命化を図ることで、浄⽔機能を保持する系統。

これにより、停電、風水害時などの断水リスクを回避するとともに、広域化への対応に寄与。

4-１ 投資の最適化による基盤強化

① 浄水場における「耐震化重点ライン」と「安定供給寄与ライン」の構築
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R2
2020

R3
2021

R4
2022

R5
2023

R6
2024

R7
2025

R8
2026

R9
2027

R10
2028

R11
2029

R12
2030

R13
2031

R14
2032

R15
2033

R16
2034

R17
2035

R18
2036

R19
2037

R20
2038

柴
島
下
系

⾼度処理棟（L2クラスの耐震性能を保有）

従来
処理
施設

耐震化
重点
ライン

１系
[11万m3]

３系
[40万m3]

柴
島
上
系

⾼度処理棟（L2クラスの耐震性能を保有）

従来
処理
施設

ダウン
サイジング
ライン

２系
[34万m3]

４系
[33万m3]

庭
窪

⾼度処理棟（L2クラスの耐震性能を保有）

従来
処理
施設

耐震化
重点
ライン

１系
[24万m3]

２系
[24万m3]

安定供給
寄与
ライン

３系
[32万m3]

豊
野

⾼度処理棟（L2クラスの耐震性能を保有）

従来
処理
施設

耐震化
重点
ライン

[45万m3]

L1クラスのアセットマネジメント※3)を実施

エマージェンシーライン※1)
[40万m3相当]

新浄⽔処理系統の構築
[30万m3相当]

将来のダウンサイジングを視野に入れたアセットマネジメントを実施

耐震化工事

耐震化工事

新大阪周辺のまちづくり
と歩調をあわせ用途廃止
（用地の有効活用）

（将来の広域連携を視野に入れ、施設の耐震化を判断）

H29
耐震化工事
完了済

再
構
築

L2クラスのアセットマネジメント※4)を実施

※1)  エマージェンシーライン︓地震の際に稼働停⽌が懸念される施設を迂回し、耐震性に優れる⾼度処理棟を最⼤限に活⽤して浄⽔処理を継続する系統
※2)従来処理施設︓凝集沈殿池及び急速砂ろ過池
※3)  L1クラスのアセットマネジメント︓想定地震のうち、施設の供⽤期間中に発⽣する可能性が高い地震に対して健全な機能を損なわないように補修すること
※4)  L2クラスのアセットマネジメント︓震度7クラスの地震により生じる損傷が軽微であって、機能に重大な影響を及ぼさないように補修・改良すること

将来のダウンサイジングを視野に入れたアセットマネジメントを実施

L2クラスのアセットマネジメント※4)を実施

L2クラスのアセットマネジメント※4)を実施

（L2クラスの耐震化工事に着手）※2)

※2)

※2)

※2)
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4-１ 投資の最適化による基盤強化

② 運営権事業の推進

1) 大阪市水道PFI管路更新事業

2) 大阪市工業用水道特定運営事業等

水道局では「水道事業の管路更新事業」、「⼯業⽤⽔道事業」について、それぞれ運営権を設定し、令和4年度から⺠
間事業者による事業実施が⾏えるよう⼿続きを進めています。
一方で、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う活動自粛の影響を受け、水需要及び給水収益は減少しておりますが、
各事業の目的や特性を踏まえ、運営権事業を実施していく必要があります。

切迫する南海トラフ巨⼤地震の発⽣に備え、⽔道局の地震対策とりわけ⽼朽管路の更新は喫緊の課題です。その
ため、コロナ禍において給水収益の回復の⾒通しが⽴ちづらいなかであっても、必要な財源を確保しつつ、運営権事業
により管路の耐震化を促進していきます。

工業用水道事業は、平成19年度以降経常⿊字を確保しているものの、水需要の減少が続くなど、予断を許さない
経営状況であることから、運営権制度を活⽤することで、⺠間事業者の経営ノウハウや創意⼯夫を発揮し、⼯業⽤⽔
の安定供給と持続可能な事業経営を可能とする抜本的な経営改革を推進する必要があり、コロナ禍においてその必
要性は一層増加しています。
本事業は、⼯業⽤⽔道事業全体に運営権を設定するものであり、⽔需要の動向や現⾏ユーザーにおける今後の⾒
通し、新規ユーザーの動向等を勘案しつつ、着実に取組みを進めていきます。



4-2水道DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進

水道局では、ICT施策の推進を目的として、「大阪市水道局ICT計画」を策定、運用しています。今般のコロナ禍にお
いては、ICTを活⽤した業務改⾰の重要性を再認識し、施策を幅広く、より⼀層推進していく必要があります。
⽔道事業における「ヒト」や「モノ」から⽣み出される多くのデータを収集し、統計分析やシミュレーション解析などを⾏うこと
で、「CSR」「運転管理」「維持管理」「危機管理」「広域化」等に活かす新たな価値を創出していきます。
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① CPS/IoTを活用した水道DXの推進による新たな価値の創出



② リモートワークの環境整備
感染防⽌対策としてオフィス内や通勤時の接触機会を減らすため、⾃宅や出張先などどこからでも、個人のパソコンやス
マートフォン、タブレットの携帯端末により庁内ネットワークにリモート接続するBYODの活用や、対面によらない庁内外との
Web会議システムの構築など、リモートワークの環境整備を進めていきます。
さらに感染防止対策のみならず、ニューノーマル（新常態）に向けたワークスタイルとして、サードプレイスオフィス※環境と
併せて、時間や場所にとらわれない働き方が実現可能となることで、業務の効率性や⽣産性の向上等を図っていきます。
また、災害等により職員の参集が困難な状況下においても、迅速な意思決定が⾏える「リモートによる災害対策本部体
制」の構築など、危機管理体制の強化にも寄与します。

※ サードプレイスオフィス・・・⾃宅や職場とは異なる第３の勤務場所を指す。局施設のサテライトオフィスも含まれる。

《ニューノーマル(新常態)に向けた働き方》
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4-2水道ＤＸの推進

《危機管理体制の強化》



4-2水道DXの推進

③ お客さまサービスのオンライン化

お客さまからのお問い合わせを一元的に受け付けるお客さまセンターは、オンライン化を推進することとし、①定型的また
頻度の⾼いお問い合わせ内容についてはデータベース化し、WebやSNSを介したシステムによる自動対応、②簡易なお
問い合わせへの対応や、お問い合わせ内容の重要度の判定には、ハイブリッドチャットボットによる効率的な対応、③重要
度の高いお問い合わせについては専門のオペレーターに引き継ぐ対応、といった分かりやすくかつ標準的な対応が⾏える体
制を検討します。
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＜お問い合わせ対応の階層イメージ＞

専門のオペレーターによる対応

「ハイブリットチャットボット」（オペレータ1人対複数）
による対応

自動対応（チャットボット、Web申請）定型的、頻度の⾼い
お問い合わせ

具体的な対応や申請方法等をデータベース化。
WebやSNSを介して自動で対応可とするシステム。

簡易なお問い合わせ、
重要度判定

1対複数による対応で、簡易なお問い合わせや、
お問い合わせ内容の重要度判定を効率的に対応

重要度の⾼い
お問い合わせ

専門のオペレーターによる対応が必要な案件のみ電話で対応。
電話による対応が必要なお問い合わせに集中的に対応可。



4-2水道DXの推進

④ スマートメータ導入拡大ビジョン

当局では、平成31年4⽉から、全国の政令市で初の取組みとなる⽔道スマートメータの先⾏導⼊を南港咲洲地区に
おいて⾏いました。令和元年6月に同地区で開催されたG20大阪サミットでは、セキュリティ対策や⽔道のリスク管理に
も活用できており、今後は順次、その設置エリアを拡大していきます。
また、スマートメータから得られる⽔量データをビッグデータとして活⽤し、⽔道・⽔質管理の⾼度化、漏⽔の早期発⾒、
お客さま使⽤量の⾒える化など、付加価値の創出に向けた取組みも継続して⾏い、より⾼度な⽔道事業の運営に向
けた取組みを⾏います。
今後、これらの取組みを踏まえ、「スマートメータ導入拡大ビジョン」を策定し、引き続き導入拡大を推進していきます。
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⑤ エネルギー最適運用システムの構築

エネルギー使⽤量が⽐較的多い⽔道事業において、当局が持つリソース（浄・配水池、再生可能エネルギー、
蓄電池など）を活用し VPP※ を構築することで、エネルギーの地産地消を推進させるとともに、エネルギー
インフラの強靭性・安定性向上に貢献していきます。

配水池運用に着目したピークシフトの取組み
「水道施設を活用したVPP実証に関する調査
研究」を推進

EVリユース蓄電池に着目した新たな取組み
「EVリユース蓄電池の活用に関する調査研
究」を推進

※ VPP（Virtual Power Plant︔仮想発電所）
点在する設備をIoT（Internet of Things︔モノのインター
ネット）により⼀括制御し、電⼒需給を調整する仕組み。最
適な需給制御により省エネ・省CO2につながり、需給調整⼒
の増強により再エネ電源のさらなる導入を可能にする。

点（水道局）から面（まち）へ

VPPの構築により
スマートシティの一翼を担う

（資源エネルギー庁HP資料を一部加工）

水道DXの推進

4-2水道DXの推進
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調整者



4-３ 広域的な基盤強化への取組み

◆ 府域全体の課題 ◆当局の経営資源
✓ ⽼朽化した⽔道施設の更新

✓ 水需要の減少
✓ ⽼朽化した管路の更新

✓ 職員数の減少、技術継承

✓ 水道事業運営に関する技術・ノウハウ
✓ 豊富な⽔利権
✓ 体験型研修センターの活用

など など

改正⽔道法（令和元年10⽉施⾏）の趣旨を踏まえ、広域連携・海外展開戦略（令和2年2月）、あり方協議会報
告書※（令和2年3月）に基づき、大阪府や周辺事業体とも連携しつつ、当局の経営資源を生かした広域的な基盤強
化に継続的に取組みます。※あり方協議会報告書についてはスライド番号28参照

✓ 官⺠連携のノウハウ

水道の基盤強化に向けた連携
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① 広域連携事業の継続的推進

水道の基盤の強化に向けた連携協定
（大阪市、堺市、大阪広域水道企業団）

（令和2年3月30日付締結）

：連携協定に基づく技術連携

：阪神水道企業団の構成市

【凡例】

阪神⽔道企業団（神⼾市、芦屋市、
⻄宮市、尼崎市、宝塚市）

泉佐野市

河内⻑野市

尼崎市

大阪市

八尾市

＜兵庫県＞

⻄宮市

大阪市

＜京都府＞

吹田市

八幡市

＜奈良県＞

八幡市

大和郡山市

羽曳野市
藤井寺市

河南町

柏原市

＜大阪府＞

木津川市

天理市

奈良市

守口市芦屋市

大阪狭山市

松原市

富⽥林市

堺市

生駒市東大阪市

大阪広域水道企業団

技術連携の水平展開の推進

水道事業に係る包括連携協定
（大阪市、堺市）

（令和元年10月1日付締結）

施設配置の最適化、技術向上、業務改善
等に向け、連携して取り組みを実施



4-３ 広域的な基盤強化への取組み

② 体験型研修センターの広域研修、ナレッジマネジメントの推進拠点化

施
設
の
活
用

研修事業の拡充

集合研修
（座学、実技）

【ナレッジマネジメント】
映像等の振り返りに
よる知識の定着

【広域研修】
【オンライン研修】

※ ガイドラインに基づく
感染症対策の徹底

体験型研修センターでは、実技を「体験」できる強みに加え、オンライン研修制度による研修事業の拡充に努めるとともに、
座学や実技に関する映像等をナレッジとしてまとめ、常に活用できるような仕組みを構築することで、大阪市水道局だけにとど
まらず、府域の広域的研修拠点、ナレッジマネジメントの推進拠点としての機能充実を図っていきます。
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体験型研修センターの徹底活用による
広域的な基盤強化への取組みの推進



第5章
おわりに
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大阪市⽔道経営戦略（2018-2027）及びその実⾏計画等への反映

本事業方針は、コロナ共存社会において円滑かつ持続的な事業運営を⾏うために必要な取組み、その⽅向性を取りまとめ
たものであり、2018年に策定した「経営戦略」を補完する⽅針です。
ワクチンの開発等により、新型コロナウイルスのリスクが社会に受容されるまでは一定の期間を要すると想定されることから、本
事業⽅針で確認した取組み内容や事業実施の⽅針については、「経営戦略」及びその実⾏計画等に反映させ、将来の⽬
標を定めたうえで、今後の事業運営を⾏っていきます。

⼤阪市⽔道経営戦略（2018-2027）

With/Afterコロナ時代を⾒据えた⼤阪市⽔道局の事業⽅針

管路耐震化促進・緊急10カ年計画

浄配水施設基盤強化計画

ICT計画

組織⼒強化改革方針

広報戦略

広域連携・海外展開戦略

取組み内容や
事業実施の方針の反映
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今後に向けて

 令和2年の新型コロナウイルス感染症拡⼤は、水道局の事業運営のあり方に様々な変化をもたら
しました。水道局では、今後も引き続き、府及び市の対策本部方針を踏まえながら、基本的な感
染防止策の徹底と安定給水を継続するとともに、厳しい社会経済状況下にあっても、公営企業と
しての持続的な経営確保と水道基盤強化に向けた取組みをコロナ共存社会においても推進してい
く必要があります。

 また、コロナ共存社会で事業運営を⾏うにあたり取り⼊れる新しい働き⽅スタイルなどは、感染症防
止のためだけにある施策ではありません。このような前向きな変革は積極的に取り入れ、さらにICT
施策を加速させることで、より効率的で質の⾼い事業運営を⾏っていく必要もあります。

 ⽔道事業は、独⽴採算制のもとお客さまの⽔道料⾦で⽀えられており、今後、厳しい社会経済情
勢の⻑期化が懸念される中でも、本事業方針に基づく取組みを着実に進めることにより、引き続き、
命の⽔を預かる⽔道事業者として、市⺠の信頼、安⼼安全を担いつつ、持続的な水道事業の実
現をめざしてまいります。
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