【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題
経営課題１
主なSDGｓ

【安全な水の供給及び強靭な水道の実現に向けた取組】
※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。
・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】
・災害等、不測の事態の発生時においても水が安定的に供給されている状態
・一時的に水の供給が停止した場合であっ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
・ICTを活用した水道DX（デジタルトランスフォーメーション)の推進により、利便性、効率性、信頼性が向上している状態

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】
・管路全体に占める耐震管の割合（管路の耐震管率）については、約３割程度となっている。
・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（令和元年度末）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（平成28年度末）している。
・災害等発生時の水道事業の継続及び早期再開を実現するため、「水道局事業継続計画（ＢＣＰ）」を平
成22年に策定し、災害対応の研修や訓練の実施、近年の地震や風水害被害を踏まえ適宜改定してお
り、「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。
【安全で良質な水の安定供給】
・平成12年３月から高度浄水処理水を全市通水しており、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。
・また、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をお知らせするよう努めている。（平成
17年12月認定取得）
・さらに、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。(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)
・こうした取組もあり、水道水の安全性とおいしさに対するお客さま満足度は10年前と比べて改善してい
る。
・水質試験所では、試験項目数が増加し、高度な分析機器の導入が進んできているものの、老朽化、狭隘化及び設備の陳腐化により、分析精度の
確保が困難になってきている。
・日常点検や定期点検により管路の状態把握に努めており、漏水件数は減少傾向にあるものの、水管橋及び橋梁添架管や埋設鋼管といった鋼管
では、老朽化に伴う漏水は増加傾向にある。
・浄配水場の土木構築物についても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。

計

・平成５年度以降、４次（21年間）にわたる給水装置整備事業において道路部分の970㎞の鉛給水管を解消しており、それ以降の継続した取組によ
り残された繁華街・商店街等の施工困難等路線部分の残延長は32km（令和元年度末時点）となっている。
画
・ICTにおける新技術の導入に向け、東京都水道局、横浜市水道局と共同で平成31年３月に設立した「水道ICT情報連絡会」において、効率的に情
報収集し、導入状況や効果に関して情報交換を行うなど、積極的に取り組んでいる。
・柴島浄水場のある新大阪駅周辺地域のまちづくり計画として、令和２年３月に「新大阪駅周辺地域都市再生緊急整備地域 まちづくり方針の骨
格」が示されている。
・令和元年12月に「夢洲まちづくり基本方針」が策定され、令和７年に開催予定である大阪・関西万博やIR誘致などにより新たな国際観光拠点の形
成が期待されている。

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】
・南海トラフ巨大地震による震災リスクはかつてないほど高まっており、災害発生時にも安定的に水を供給するためには、管路の耐震化や浄配水
施設の耐震化といった強靭な水道インフラの構築が必要である。
・地震・風水害に加え、新型コロナウィルス感染拡大など、水道水の安定供給を妨げる様々なリスクに柔軟かつ機動的に対応していく必要がある。
【安全で良質な水の安定供給】
・水道施設の老朽化が進んでおり、広範囲の断水など、お客さまへの影響が大きい大規模な漏水事故の発生リスクを抱えている。
・市民の生命に関わる社会インフラとして安全で良質な水を供給する使命を帯びており、水質異常等の健康被害を引き起こす恐れのあるリスクや
お客さまのニーズに対応していくことが求められている。
・ICTやIoT、AI技術の発展・拡大に伴うDXやスマートシティ、大阪全体のまちづくりといった社会環境の変化に水道事業体として対応していく必要が
ある。
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【様式２】
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】
・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。
・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、大規模災害時の他都市からの応援の受入れ体制
や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。
【安全で良質な水の安定供給】
・より一層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、水質事故の発生防止の取組や浄水処理のさらなる高度化に向
けた取組を推進するとともに、災害や水質異常等の様々なリスクや分析技術の高度化に的確に対応するため、水質試験所のリノベーションにより、
水質管理体制の強化を図る。
・管路施設については、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
影響の抑制を図るとともに、浄配水場土木構造物については、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。
・鉛給水管の解消に向けては、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、より効率的に取組を推進する。
・水やサービスの品質、業務の品質を総合的、飛躍的に向上させるべく、水道事業におけるDXの取組を推進する。
・新大阪駅周辺地域のまちづくり方針等を踏まえ、柴島浄水場の再構築に向けた各種取組を推進する。
・夢洲まちづくりに向けて、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推進する。

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

自
己
評
価
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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（令和４年度末：管路の耐震管率35%）
（参考 本市想定の最大規模である上町断層帯地震を前提とした評価）
令和４年度末：基幹管路の耐震適合率（※）66%
※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129箇所の内、20箇所完了（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（令和５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（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（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
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
己
評
価

今後の対応方向
Ａ：順調 Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

ａ：順調
ｂ：順調でない
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※有効性が「イ」の場合は必須

【様式２】
具体的取組１－１－１
当年度の取組内容

【管路耐震化の推進】
元決算額 11,132百万 円 2予算額 11,564百万 円 3予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

10,955百万

・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 ・管路の更新延長を60km以上
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） （参考 各種管路指標の推移 令和３年度末見込）
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
・管路の耐震管率33%
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
・基幹管路の耐震適合率66%
進・緊急10ヵ年計画（平成30年度～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 ・重要給水施設管路の設計及び工事の着手
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 （令和３年度新規着手分 設計：９箇所、工事：18箇所）
を向上させる。
【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

令和２年度実績（見込）
・管路の更新延長：60km以上
（参考 各種管路指標の推移）
・管路の耐震管率32%
・基幹管路の耐震適合率65%
・重要給水施設管路の耐震化
令和２年度新規着手分（設計：23箇所、工事：13箇所）
令和元年度実績
・管路の更新延長：61km
（参考 各種管路指標）
・管路の耐震管率31%
・基幹管路の耐震適合率64%
・重要給水施設管路の耐震化
令和元年度新規着手分（設計：16箇所、工事４箇所）

課題と改善策

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

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】
具体的取組１－１－２
当年度の取組内容

【浄配水施設基盤強化の推進】
元決算額 8,227百万 円 2予算額 10,156百万 円 3予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

13,968百万

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 ・豊野浄水場のろ過池（全量）の耐震化完了
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 ・豊野浄水場の施設運転用自家発電設備の工事着手
な施設整備により、水道事業の基盤強化を図る。
【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
令和２年度実績（見込）
・豊野浄水場のろ過池（半量※）の耐震化完了
・楠葉取水場の施設運転用自家発電設備の設置完了
令和元年度実績
・豊野浄水場の凝集沈でん池（半量※）の耐震化完了
・楠葉取水場の施設運転用自家発電設備の機器製作
※豊野浄水場の浄水処理能力45万m3/日の半量分の施設規模のこと

課題と改善策

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

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

※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

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

【様式２】
具体的取組１－１－３

【危機管理体制の一層の充実】

当年度の取組内容

７百万 円 2予算額
11百万 円 3予算額
元決算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

・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。
・コロナ禍における避難行動の見直し（分散避難）や衛生面への配慮等、
応急給水方式の多様化を図るため、避難所を拠点とした応急給水に加え
て、機動的できめ細やかな応急給水活動が展開できるよう「車載型給水タ
ンク」を購入し、災害備蓄品を拡充する。
計 ・近年の地震や風水害が頻発している状況を踏まえ、引き続き「水道局事
業継続計画（BCP）」の見直し・強化を行うことにより、コロナ共存社会にお
画 いても持続的な水道事業の実現をめざしていく。

24百万 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％（平成30年度）、92.3％（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％（平成30年度）、99.0％（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（平成30年度）、13区13回（令和元年度）
・「水道局事業継続計画（BCP）」の改訂（重要施設の取扱いに関する改
訂）

課題と改善策

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

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 ①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施

改善策

(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)

－6－

※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】
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ー導入など水道DXの推進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。
・水質試験所のリノベーションにより、水質管理体制の強化を図る。
アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標） ・ 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
・年間浄水場水質事故ゼロ
管理対策を実施していく。
[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。
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
・「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
・水質試験所の建替完了（令和５年度末）
計 ・道路部鉛給水管の解消（令和４年度末：取替対象としている道路部分に 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
画 残る鉛給水管延長25km以下をめざす。）
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。
・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 ・コロナ禍を受けたニューノーマル時代への対応、SDGsに向けた取組など
の社会動向や５ＧやCPS/IoTなど技術動向を反映し、ICT活用による水道
理、漏水監視の検討
DXを推進する。
・水道スマートメーター導入などICT活用による水道DXの推進
・柴島浄水場再構築の基本計画に基づき、南海トラフ巨大地震対策の早 ・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。
期実現に向けた事業を推進
・夢洲まちづくりの水需要に必要となる施設整備を完了（令和６年度末） ・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、再構築の基本計画に基づき、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工事調整
を図りつつ、着実に実施していく。

戦略のアウトカム指標に
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
己
評
価

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
ａ：順調
ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

具体的取組１－２－１

【適正な浄水処理と水質管理】★

当年度の取組内容

２百万 円 2予算額
２百万 円 3予算額
元決算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

・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
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

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
「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
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

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

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 ①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施

改善策

(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

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)

－7－

※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１－２－２

【浄水処理技術の調査研究の推進】
93百万 円 2予算額
58百万 円 3予算額
114百万 円
元決算額
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

・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。
・また、新たな浄水処理方式に関する調査研究を実施するため、最適先
端処理技術実験施設の改修工事を行う。

計
（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）
画 ・水源水質事故原因となり得る化学物質等に関する移動・排出状況、物
性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

・水源水質事故原因物質（※）［462物質］のリスク評価数 令和３年度末：
延べ350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。

・最適先端処理技術実験施設の改修工事完了
【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

（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

・化学物質排出移動量届出（PRTR）300物質調査（令和２年度末見込み）
・浄水処理対応困難物質等のリスク評価数 35（平成30年度）

課題と改善策

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

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

※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

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
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)

戦略に対する取組の有効性

具体的取組１－２－３

【水質試験所リノベーションによる水質管理体制の強化】

当年度の取組内容

２百万 円 2予算額
20百万 円 3予算額
407百万 円
元決算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

・水道水質の統合的モニタリング機関として、水源から給水栓までの各プ
ロセスにおける水質管理をより確実に実施し、災害や水質異常等の様々
なリスクに柔軟に対応できるよう、水質試験所の建替え整備を行い、水質
管理体制を強化する。
計 ・当年度は、令和２年９月に完了した基本設計の検討結果をもとに、実施
画 設計を行うほか、柴島浄水場旧事務所棟の解体撤去など必要な整備を
行う。

・実施設計を完了する。
・柴島浄水場旧事務所棟の解体撤去を完了する。
【撤退・再構築基準】
水質試験所建替について、ハード面等の課題により再検討が必要と判断
された場合、取組を再構築する。

前年度までの実績
・基本計画の策定（平成30年度）
・基本設計の完了（令和２年度）

課題と改善策

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

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 ①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施

改善策

(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)

－8－

※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１－２－４

【水道施設（管路、土木構造物）の点検・補修の着実な実施】
724百万 円
元決算額 492百万 円 2予算額 862百万 円 3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

計
画

・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。
・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。

・水管橋及び橋梁添架管塗替工事の実施：５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：24池
・城東配水場５号池補修工事の実施
・庭窪浄水場ろ過場本館洗浄排水溜（北槽）補修工事の実施
【撤退・再構築基準】
対象外（複数年事業）

前年度までの実績
令和２年度末時点（見込み）
・水管橋及び橋梁添架管塗替工事の実施：15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：53池
・城東配水場６号配水池の補修工事の実施
・庭窪浄水場ろ過場本館洗浄排水溜（北槽）補修工事の着手

課題と改善策

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

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

※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

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：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)

【鉛給水管の解消】
元決算額 539百万 円 2予算額 990百万 円 3予算額 1,075百万 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

・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。（令和３年度末時
点見込みの残延長26km）
【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
令和２年度 鉛給水管取替延長 2.9km（見込）
令和元年度 鉛給水管取替延長 4.2km
（参考）取替対象としている道路部分に残る鉛給水管延長
32km(令和元年度末時点)➡29km(令和２年度末時点)

課題と改善策

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

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)

－9－

※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１－２－６
当年度の取組内容

【水道DXの推進】
元決算額
円 2予算額
円 3予算額 238百万 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

・夢洲・舞洲全域、大阪駅周辺地区、咲洲地区の一部エリア等の大口需
要家への水道スマートメーター先行導入による遠隔検針を実施し、密集
地域での安定的な通信の確認や水運用上のメリットの検証に取り組む。
・水道DXに資するデジタルツイン（※）の構築をめざすため、スマートメー
ターから送信されてきた情報を収集・分析することでお客さまに対して各
種サービスを提供するシステムの構築に関する調査検討に取り組む。

・夢洲・舞洲全域や大阪駅周辺地区等への水道スマートメータ先行導入拡
大で、無線通信による遠隔検針を開始し、通信状況の確認と漏水監視を
実施
・デジタルツイン構築に向けた民間事業者との共同研究を実施
・アセットマネジメントへ活用可能な電子台帳の整備や、電子点検機能の
拡充、スマートグラス導入など施設管理システムの施設整備を実施
（※）物理空間にある現実の機器や設備の稼働状況、環境情報などをIoTなどを活用してリアルタ ・配水管工事施工監理システムの運用を開始、維持管理業務におけるＩＣ
イムで収集する一方、仮想空間（サイバー空間）上に機器や設備を構築し、これらのデジタル情報
Ｔ活用の試行実施の範囲を受注者まで拡充
（モデル）を用いてシミュレーションを実施することで、設計の改善や環境に応じた動作指示、故障
・簡易な入力でお手続きやお問い合わせが完了できる入力フォームの新
予測などを可能にするソリューション。
・改正水道法を踏まえ、適切な資産管理の推進を図るため、施設台帳管 設
理を行っている施設管理システムの機能拡充（電子台帳の整備及び電
計 子点検機能の拡充、スマートグラスの導入など）に取り組む。
【撤退・再構築基準】
画 ・複数の現場作業の様子を動画カメラで履行状況を確認する配水管工事 ・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。
施工監理システムにより、日々の施工状況の迅速な把握に伴う適切な業 前年度までの実績
者指導と工事品質の確保に取り組む。また、維持管理業務においても、 ・50mm以上の大口径のスマートメータを対象とし、夢洲・舞洲地区の全域
緊急事象における危機管理判断の迅速化と維持保全における適切な資 と大阪駅周辺の大規模施設が集積する地域等に導入拡大着手
産管理を推進するため、ＩＣＴを活用した状態保全の拡充に取り組む。
・配水管工事施工監理システムの試験的運用に着手、維持管理業務のう
・水道使用にかかる定型的なお手続きや頻度の高いお問合せのWeb利 ち直営におけるＩＣＴ活用の試行実施
用促進に向けて、簡易な入力でお手続きやお問い合わせが完了できる ・平成31年度から、テキスト入力による各種お問い合わせに自動で回答す
入力フォームを新設し、既存の「お客さまサポートページ」に集約するなど るチャットボットをホームページで提供
機能を拡充する。
・また、お客さまセンターの入電件数のうち約70%が携帯電話（スマート
フォン等）であることを踏まえ、Ｗｅｂ利用促進にかかるシステム環境の拡
充を図るなど、Webによる各種お手続き受付率増加に取り組む。

課題と改善策

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

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
己 プロセス指標の達成状況
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
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
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

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【様式２】
具体的取組１－２－７

【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

元決算額
円 ２予算額 ※38百万 円 3予算額 ※57百万 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

・南海トラフ巨大地震発生時においても給水継続が可能となるよう、柴島 ・エマージェンシーラインの構築に向けた工事に係る設計業務の実施
浄水場下系浄水施設にエマージェンシーライン（※）の構築に向けた取組
を実施する。
【撤退・再構築基準】
※地震の際には稼働停止が懸念される施設を迂回し、耐震性に優れる
対象外（複数年事業）
計 高度浄水施設を最大限活用して浄水処理を継続させる系統

画

前年度までの実績
・柴島浄水場再構築の基本計画策定予定（令和２年度）

課題と改善策

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

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

※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

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１－２－８
当年度の取組内容

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】
元決算額
円 2予算額 120百万 円 3予算額 1,151百万 円
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

・夢洲まちづくりに関する関係者と工事調整を図りながら、配水管の布設 ・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工
など必要となる施設整備を実施する。
事の実施
【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
・工事内容等について、関係者との調整を適宜実施するとともに、令和２
年度に配水管布設業務に着手する予定

課題と改善策

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

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

【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題
経営課題2
主なSDGｓ

【水道の持続性の確保に向けた取組】
※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。
・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12 持続可能な生産消費形態を確保する
・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14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
・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】
・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しながら、効率的な経営のもと黒字を確保できている状態
【人材育成・調査研究の取組】
・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」が行われてい
る状態
【効果的な広報活動の展開】
・「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
【官民連携の推進】
（水道事業）
・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）
・経営戦略で示した将来発生する経常赤字（収支ギャップ）を解消することで、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】
・府域全体で水道施設が最適化され、水道の基盤の強化が図られている状態
・国内水道事業体の基盤強化に貢献するとともに、担当する職員の技術力向上が図られている状態
・官民連携による水ビジネス事業を推進し、海外水道事業体の発展に貢献するとともに、関西の成長戦略に資する取組が図られている状態
・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】
・水道事業について、給水収益は年々減少しているものの、経
常収支は黒字を維持できている。
・水道施設の基盤強化に必要な資金については、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、
企業債に関する指標は大幅に改善している。

【人材育成・調査研究の取組】
・全市的な職員採用抑制策の影響により、職員の年齢構成が
偏った状況となっている。
・大阪市水道局人材育成基本方針及び大阪市水道局組織力
強化改革方針に基づき各年度の研修計画を策定し、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、技術継承と職員の能力開発、人材育成を推進し
ている。
【効果的な広報活動の展開】
・大阪市水道局広報戦略（令和２年２月策定）に基づき、水道
局ホームページやtwitter、YouTube、LINEなど、多様な広報媒
体を活用し、水道技術や当局の取組、災害情報、イベントなど
の情報発信を行っており、「大阪市の水道」を総合的に考えて
「評価できる」とする人の割合は高い水準にある一方、水道局
が発信した情報が適切に伝わっていない、もしくは市民が発信
してほしいと感じる情報が発信できていない状況にある。

水道事業に関する情報の認知割合と必要と感じる割合
（令和元年度 インターネットアンケート結果）

【官民連携の推進】
（水道事業）
・管路全体に占める法定耐用年数を超過した管路の割合（法
定耐用年数超過管路率）については、約50％と他の類似都市
と比較して突出して高い割合となっている。
計 ・管路全体に占める耐震管の割合（管路の耐震管率）につい
ては、約３割程度となっている。（※経営課題１参照）
画 （工業用水道事業）
・現行の枠組みに基づく経営改善策を行ったとしても、令和７
年度の経常赤字が見込まれている。

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
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【様式２】
【広域連携・海外展開の推進】
・本市は、取水から給水に至る水道トータルシステムにおいて、高い水道技術を有しており、国内では、26の水道事業体と技術協力に関する連携協
定を、海外では、ベトナム・ホーチミン市やロシア・サンクトぺテルブルク市、ミャンマー・ヤンゴン市との技術交流や主要分野での協力等に関する覚
書を締結している。
・水道事業は、市町村単位で経営されているが、府域の将来人口減少による水需要の減
少に加え、施設の老朽化の進行に伴う更新需要の増加から、経営環境の悪化が想定され
る。
・多くの水道事業体では、深刻化する人材不足に直面するとともに、職員の高齢化が進ん
でいることから、増加する更新需要への対応や技術継承が課題となっている。
・官民連携による海外展開を推進するため、「大阪市水道局 海外水ビジネスパートナー制
度」を創設し、海外進出に意欲的な企業を支援している。

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】
・新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う自粛活動等による給水収益への影響の長期化の懸念に加え、人口減少社会が到来するなか、今後、
給水収益はさらに減少することが見込まれており、経営の効率化による健全な経営の確保が求められている。
・今後、管路更新を推進していくためには、多額の資金（企業債の活用）が必要となる。
【人材育成・調査研究の取組】
・水道事業を担う人材の減少、技術職員の高齢化や職員の年齢構成の偏りが進んでおり、水道技術、業務に必要な知識やノウハウを確実に継承
し、水道事業に必要な人材を確保・育成していくことが求められている。
【効果的な広報活動の展開】
・住民等が水道事業等に関する情報を適時適切に得ることができるよう、そのニーズにあった積極的な情報発信を行うとともに、住民等の意見を聴
きつつ、事業に反映させる体制を構築し、水道は地域における共有財産であるという意識を醸成していく必要がある。
【官民連携の推進】
（水道事業）
・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60～70㎞の管路更新ペースから大幅
な引き上げが必要である。
（工業用水道事業）
・現行の枠組みに捉われない、抜本的な経営改革により、経営基盤を強化していく必要がある。
【広域連携・海外展開】
・大規模水道事業体として、これまで築いてきた本市の技術、ノウハウ、施設を有効活用しながら、広域的な取組をより一層進め、周辺事業体の水
道事業の基盤強化や開発途上国等における水道の普及等、国内外の水道事業に貢献していくことが求められている。

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】
・給水収益が減少するなかにおいても黒字化を維持し、効率的かつ持続可能な経営を実現していくためにも、職員の生産性の向上や企業債の新
規発行の抑制、有収率の向上、資産の有効活用、未収金の回収に向けた取組を推進していく。
【人材育成・調査研究の取組】
・今後、さらに職員が減少していくなかで、水道技術及び業務に必要な知識、ノウハウを着実に継承し、少数精鋭による事業体制を構築していくた
めにも、個々の職員のスキルレベルと意欲・モチベーションを高めていくことは重要であることから、研修の理解度向上に向けた取組を推進するとと
もに、調査研究や学術的応用を学ぶ機会の提供といった自己実現のインセンティブを創出することができる環境を整備していく。
【効果的な広報活動の展開】
・限られた広報予算の中でも、市民・お客さまにとって必要な情報を的確に伝えることができるよう、スマートシティに相応しいICTツールも活用しつ
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などターゲットを絞った戦略的な広報活
動を展開していく。
【官民連携の推進】
（水道事業）
・今後発生が予想される南海トラフ巨大地震に備えるためにも、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に、大阪市水道PFI管路更新事業等実施方針に基づき、新たな経営手法の導入に向けた取組を進める。
（工業用水道事業）
・事業継続と安定供給のためにも、民間活力を導入し、経営基盤を強化していく必要があることから、大阪市工業用水道特定運営事業等実施方針
に基づき、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】
・府域水道の基盤強化に向け、施設の有効活用による費用の低減化など広域的な水道事業者等の間の連携に資する取組を推進する。
・本市がこれまで築いてきた技術、ノウハウ、施設を有効活用し、技術支援や技術研修といった技術協力を行うことで、国内水道事業体の基盤強化
へ貢献するとともに、官民連携による海外水ビジネス事業を推進し、開発途上国等における水道の改善に寄与する。

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

自
己
評
価
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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
を行う。
・有収率の向上に向けた、漏水調査等を行う。
・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。
・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
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
に引き続き努める。

計 アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
画 ・令和４年５月１日職員数1,290人以下をめざす。
・企業債残高の削減：400億円以上（平成30年度→令和９年度）
・有収率：94％以上（令和９年度）
・局資産の転活用：100億円以上の収入を確保（平成30年度→令和９年
度）
・収入率99%以上を維持

戦略のアウトカム指標に
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
己
評
価

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２－１－１～５
当年度の取組内容

ａ：順調
ｂ：順調でない

【職員生産性の向上】等
元決算額
円 2予算額
円 3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ン
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 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人
命感を持って自律的に行動する状態
材育成を推進する。
・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
アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
計 ・事務研修、技術研修の受講者アンケート：満足度平均80％以上、重点的 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
命感を持って自律的に行動する人材育成・研修及び調査研究を進めてい
画 に取り組む指定研修の理解度テスト：正答率平均70％以上をめざす。（令 く。
和３～７年度の平均）
・浄水管理研修の修了者数：30人以上（令和３～７年度）
・Leading Engineer資格認定者数：28人以上（令和３～７年度）
・「シーズ・インキュベータ制度」を活用し、新規に登録する調査研究案件
が毎年度創出されることをめざす。

戦略のアウトカム指標に
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
己
評
価

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２－２－１

ａ：順調
ｂ：順調でない

【運営に必要な人材の育成】
９百万 円 2予算額
20百万 円 3予算額
14百万 円
元決算額
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

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）
・技術研修（新規・基礎・応用）
※重点的に取り組む指定研修 （組織力強化改革研修、お客さま対応力
養成研修、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
・専門的知識・能力向上（専門講座－国際協力人材育成研修（英語語学）、

・事務研修（事業概要、実務Ⅰ・Ⅱ、重点的に取り組む指定研修（４講
座））・技術研修（28講座）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（４講座）の理解度テスト：正答率70％以上
・自己啓発による資格検定（102種類）申込者数：50人以上／年間
・かいぜんWater提案件数：100件以上／年間
・浄水管理研修の修了者数：６人以上
・Leading Engineer資格認定者：６人以上
【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

技術士・簿記）

計 ・大学院受講支援（工学、経営・会計・法学の修士課程）
画 ・令和アカデミー講座 など

・事務・技術研修の受講者アンケートの満足度
85％（平成29年度）、87％（平成30年度）、 90％（令和元年度）
③職員の使命感と組織の一体感（組織力）を高める取組
・重点的に取り組む指定研修の理解度テストの正答率
・災害時対応を想定した応急給水講習
90％（令和元年度）
・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 ・自己啓発による資格検定申込者数
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。
44人（平成29年度）、31人（平成30年度）、51人（令和元年度）
①技術職員の現場力、現場対応力強化
・かいぜんWater提案件数
・浄水場運転管理オペレータの育成（浄水管理研修の実施）
158件（平成29年度）、160件（平成30年度）、105件（令和元年度）
・Leading Engineer制度（配水管工事部門、配水部門、給水部門）による ・組織力強化改革方針策定（令和２年２月）
資格認定
・浄水管理研修の受講者数：10人（令和２年度）
②ナレッジマネジメント
・Leading Engineer制度の創設（令和２年３月）
・ナレッジデータの蓄積（暗黙知の形式知化） など
・ナレッジマネジメントシステムの構築（令和元年度）

課題と改善策

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

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)

－15－

※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２－２－２
当年度の取組内容

【調査研究環境の整備】
―
１百万 円 3予算額
元決算額
円 2予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

・水道事業の各分野における課題の解決へ向けた取組と、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
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
ベータ制度」を活用し、調査研究に取り組む。
計 ・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
画 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。

・「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 ３件以上
・「水道事業研究」（論文集）への掲載件数 10件以上
【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（平成30年度制度開始）
平成30年度：９件（すべて新規）、令和元年度 10件（うち新規３件）、
令和２年度：６件（うち新規０件）※令和２年10月末時点
・「水道事業研究」（論文集）への掲載件数
平成29年度：３件、平成30年度：10件、令和元年度：20件、
令和２年度：21件（見込み）

課題と改善策

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

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

１百万 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)

－16－

※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】
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 ・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
いう意識を持っていただいている状態
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
・水道局組織が市民・お客さまに信頼されている状態
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
計
アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標） ど、時代の変化を踏まえて広報戦略を策定した。
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、さらに令和２年度から令和６年度の５
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
カ年間以内に85％以上をめざす。
効果の高い、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」の割合を令和元年度から令和５年度ま
で５カ年間、60％以上をめざす。

戦略のアウトカム指標に
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
己
評
価

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２－３－１
当年度の取組内容

ａ：順調
ｂ：順調でない

【テーマに応じた新たな広報活動の取組】
－
元決算額
円 2予算額 44百万 円 3予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

・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。
・引き続き特徴的な取組として、市内給水スポット（デジタルサイネージ付
きウォーターディスペンサー）の増設に加え、区民まつり等のイベント時に
活用する移動式ウォーターディスペンサーを新たに導入することにより、
計 水道水の安全性・おいしさをはじめ、当局の取組を広くPRし、イメージアッ
画 プを図る。また、マイボトルを利用することによる環境配慮行動（プラス
チックごみやCO2の削減など）の普及やSDGs達成にも貢献する。
・また、引き続き給水スポットやYouTubeなどでの動画放映、浄水場見学
内容の改良、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。

・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】
・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
令和２年度
・ウォーターディスペンサーを市内６か所に設置予定
・広報動画上半期６本作成分放映中（下半期６本作成予定）
令和元年度
・ 「大阪市水道局広報戦略」策定（令和２年２月）

課題と改善策

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

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

18百万 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)

－17－

※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２－３－２
当年度の取組内容

【飲料水備蓄の促進につながる広報】
－
－
元決算額
円 2予算額
円 3予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

・市役所等にあるモニターや、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）での動画放映、および、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。
計 ・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
画 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
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。

【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（年度平均）
平成27年度：51.3％ 平成28年度：51.5％ 平成29年度：52.6％
平成30年度：65.3％ 令和元年度：61.3％
※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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

円

・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％以上をめざす。

課題と改善策

プロセス指標の達成状況

－

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、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

※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

【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引 ・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取
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
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保 （工業用水道事業）
するための官民連携手法の導入が実現している状態
・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、事業基
計
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
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
己
評
価

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
当年度の取組内容

ａ：順調
ｂ：順調でない

【PFI管路更新事業の推進（改革の柱２－１－(１)）】★
33百万 円 2予算額
67百万 円 3予算額
元決算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

42百万 円

・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（ＰＦ ・ＰＦＩ管路更新事業に係る優先交渉権者の選定及び事業開始に向けた手
Ｉ法）に基づき、令和２年４月に策定・公表した実施方針のとおり、改正水道 続き
法の適用によるＰＦＩ管路更新事業の令和４年４月からの事業開始に向け
て、次の取組を進める。
【撤退・再構築基準】
・事業開始に向けた手続きを進める過程において、より詳細な検討・審査
＜主な取組項目＞
を要すると判断した場合には、導入までのスケジュールの再検討を行う。
・事業提案審査
前年度までの実績
・優先交渉権者の選定及び基本協定の締結
【官民連携】
・運営権の設定議案の提出
・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
・厚生労働省への許可申請
ケットサウンディング （市場調査）を実施（平成30年９～10月）
・実施契約の締結
計
・ 「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
画
いて（素案）」の公表（平成31年２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（令和元年12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（令和２年
１月）
・「実施方針（案）」、「要求水準書（案）」等の公表（令和２年２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（令和２年３
月）
・「実施方針等」、「特定事業の選定」の公表（令和２年４月）
・「募集要項」、「優先交渉権者選定基準」、「基本協定書（案）」、「実施契
約書（案）」、「モニタリング計画（案）」の公表（令和２年10月）
・資格審査、競争的対話の実施（令和２年11月～令和３年３月予定）

課題と改善策

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

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)

－19－

※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２－４－２
当年度の取組内容

【工業用水道特定運営事業等の推進（改革の柱２－１－(２)）】★
－
55百万 円 3予算額
元決算額
円 2予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

31百万 円

・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（ＰＦ ・工業用水道特定運営事業等に係る優先交渉権者の選定及び事業開始
Ｉ法）に基づき、令和２年４月に策定・公表した実施方針のとおり、工業用水 に向けた手続き
道特定運営事業等の、令和４年４月からの事業開始に向けて、次の取組
を進める。
【撤退・再構築基準】
・事業開始に向けた手続きを進める過程において、より詳細な検討・審査
＜主な取組項目＞
を要すると判断した場合には、導入までのスケジュールの再検討を行う。
・事業提案審査
前年度までの実績
・優先交渉権者の選定及び基本協定の締結
【官民連携】
・運営権の設定議案の提出
・大阪市水道経営戦略（2018-2027）公表（平成30年３月）
・実施契約の締結
・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、導入可能性調査を実施（平成30年６月～）
計
・「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（平成31年２月）
画
・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（令和元年12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（令和２年
１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（令和２年３
月）
・「実施方針等」、「特定事業の選定」の公表（令和２年４月）
・「募集要項」、「優先交渉権者選定基準」、「基本協定書（案）」、「実施契
約書（案）」、「モニタリング計画（案）」の公表（令和２年10月）
・資格審査、競争的対話等の実施（令和２年11月～令和３年４月予定）

課題と改善策

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

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)

－20－

※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】
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等の技術協力を行うとともに、信頼の醸成に
努めていく。
・体験型研修センターの活用・研修事業の拡大を推進する。
･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（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（令和元～３年度）のべ15件
以上
･他都市水道事業体研修の受講者数：４カ年（令和２～５年度）で1,700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（令和元～３年度：１件）

戦略のアウトカム指標に
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
己
評
価

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
当年度の取組内容

ａ：順調
ｂ：順調でない

【府域水道の最適化に向けた取組】★
－
３百万 円 3予算額
元決算額
円 2予算額
プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

・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、大阪府及び府内市町村等の関係機関と協
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係る協議・検討に取り組む。

－

円

・守口市との庭窪浄水場の共同化（令和６年度）に向けた守口市送水管の
新設整備の着手
・連携協定に基づく堺市及び大阪広域水道企業団との連携方策の具体化
に向けた検討の実施
【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（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（令和２年３月）

課題と改善策

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

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)

－21－

※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 元決算額

※３百万 円 2予算額 ※33百万 円 3予算額 ※37百万 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。
・他都市水道事業体研修について、実技研修とリモート型オンライン研修
を組み合わせるなど、より付加価値の高い研修として提供できるよう、フレ
計 キシブルな受講方法の拡充に向けた検証及び課題整理を行う。
画 ・「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
（令和２年２月17日）」に基づき、外郭団体である㈱大阪水道総合サービス
を活用して、研修事業や技術支援業務の拡充に向けた体制強化を図る。

・他都市の技術支援業務件数：５件
・他都市水道事業体研修の受講者枠：493人以上・満足度：85%以上
・体験型研修センター利用者数（局外研修員）：900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。
・他都市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。

前年度までの実績
・受託件数：90件（平成18～令和２年度 計15カ年）
（直近５カ年の受託件数）
平成28年度：４件、平成29年度：７件、平成30年度：７件、
令和元年度：５件、令和２年度：８件（見込み）
（参考）
連携協定を締結している事業体：26事業体（令和３年１月末現在）
うち、24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」、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」を締結している。
・令和２年２月 「広域連携・海外展開戦略」を策定
・他都市水道事業体研修の受講者枠・受講者数・満足度
令和２年度：受講者枠444人（令和２年10月現在）
・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）
平成28年度：1,517人、平成29年度：1,685人、平成30年度：1,748人、
令和元年度：1,901人、令和２年度（※）：800名（見込み）
※新型コロナウイルス感染症の影響による利用者数の減

課題と改善策

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

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)

－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２－５－３

【海外展開の推進】★
※具体的取組2-5-2に含む 元決算額

※ 円 2予算額
※ 円 3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、大阪市水道局 海外水ビジネスパートナー制度登録企業及び国等関
係機関と協議・調整を行う。
・水ビジネスの情報発信拠点として活用する「研修・水ビジネス支援セン
ター（仮称）」の設置に向けて、海外水ビジネスパートナー制度登録企業の
製品・技術を見学・試用できる展示ブースの整備に着手する。
・「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
（令和２年２月17日）」に基づき、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。

※ 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（平成21年度締結、
平成27年度・平成30年度更新）
・ホーチミン市水道との技術交流の実施（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（平成27年度、令和元年度更新）
・覚書に基づく技術交流の実施（平成27年度、平成30年度、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」（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」（平成23年度）
・JICA「ホーチミン市給水改善計画調査」（平成24～25年度）
・JICA「協力準備調査（PPPインフラ事業）」（平成25～27年度）
・JICA「給水装置施工技術普及促進事業」（平成29～30年度）
【その他】
・令和２年２月 「広域連携・海外展開戦略」を策定

課題と改善策

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

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)

－23－

※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

