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 松山市下水道事業経営審議会条例 

 

松山市下水道事業経営審議会条例 

平成２０年３月２１日 

条例第２２号 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に

より、松山市下水道事業経営審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、松山市下水道事業の経営に関する事項に

ついて調査審議する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 下水道利用者 

(３) 下水道事業関係者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

（意見の聴取等） 

第７条 会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、若しくはその

意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。 

（規則への委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規

則で定める。 

付 則 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する 
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【委員名簿】 

（任期：平成２８年１１月１日から平成３０年１０月３１日まで） 

区 分 役職 氏名 分 野 

条
例
第
４
条
第
１
項 

第
１
号
関
係 

学 

識 

経 

験 

者 

会長 武士末 研 郎 
下水道事業 

及び企業会計有識者 

副会長 矢田部 龍 一 都市計画有識者 

委員 溝 上 達 也 企業会計有識者 

同
項
第
２
号
関
係 

下 

水 

道 

利 

用 

者 

委員 三 好  博 商工業下水道使用者 

委員 松 本  等 一般家庭下水道使用者 

委員 栗 原 清 美 一般家庭下水道使用者 

委員 高 瀬 みどり 一般家庭下水道使用者 

委員 内 藤 完 子 一般家庭下水道使用者 

委員 松 本 由 美 一般家庭下水道使用者 

同
項
第
３
号 

関
係 

下
水
道
事
業 

関
係
者 

委員 宮 本 正一郎 事業者団体代表者 

合計 １０人（条例定数：１０人） 
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【審議過程】 

平成２８年度 第１回 松山市下水道事業経営審議会 

開 催 日 平成２８年６月７日（火）  

開催場所 松山センタービル１号館 ４階 第１会議室 

議 題 

（仮称）「松山市下水道事業経営戦略」の方向性と今後の人口減少社会を見据えた下

水道使用料（体系）のあり方について諮問 

（１） はじめに 

（２） 地震対策について 

（３） 前回会議でいただいたご意見について 

（４） 平成２７年度公共下水道事業の経営（財政）状態について 

（５） 公共下水道事業の経営健全化のためのガイドラインの進捗状況について 

（６） 経営戦略の策定について 

（７） 最後に 

平成２８年度 第２回 松山市下水道事業経営審議会 

開 催 日 平成２８年８月３０日（火）  

開催場所 ＫＨ三番町プレイスビル ３階 第１会議室 

議 題 

（１） 前回会議でいただいたご意見について 

（２） 下水道事業経営戦略について 

（３） 下水道使用料（体系）について 

（４） 広報戦略に基づく活動状況について 

平成２８年度 第３回 松山市下水道事業経営審議会 

開 催 日 平成２８年１１月１５日（火）  

開催場所 松山市役所 別館６階 第１委員会室 

議 題 

（１） 前回会議でいただいたご意見について 

（２） 下水道事業経営戦略（素案）について 

（３） 広報戦略に基づく活動状況について 

（４） その他 

平成２８年度 第４回 松山市下水道事業経営審議会 

開 催 日 平成２９年２月１０日（金） 

開催場所 坂の上の雲ミュージアム ３階会議室 

議 題 

（１） 前回会議でいただいたご意見について 

（２） 答申（案）について 

（３） その他 
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 経営戦略策定までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーキンググループ検討 他都市事例の調査・分析

第2回経営審議会の開催

第3回経営審議会の開催

全
体
骨
子
の
作
成

初
版
作
成

ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ

最
終

財務分析

課題と施策の整理

基本構成・章立ての整理

概要版の作成

本編の作成

各委員・議会への説明

パブリックコメント反映

第4回経営審議会の開催

経営審議会の意見反映・完成

パブリックコメント

第1回経営審議会の開催

・長期財政シミュレーションの策定

・財務面からの投資規模の検討

・施策の詳細化

・推進体制及び進捗管理等の検討

・投資面からの投資規模の検討

・組織及び改善方策案の検討

ワーキンググループ検討
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 市民意見公募の概要・結果と松山市下水道事業経営審議会の主な意見 

 

１ 市民意見公募 

 １－１ 意見公募期間  平成２９年１月５日（木）～平成２９年２月３日（金） 

 １－２ 意見提出状況 

  （１）提出者        ２名 

  （２）提出意見数     ８件 

  （３）提出された主な意見 

・ 管渠と処理場の一括発注や官民連携などによる経営改善について 

・ 効果的な人材育成について 

・ 広域化・共同化・最適化について 

  （４）意見に対する本市の考え方 

       いずれの意見についても、本戦略に記載のとおり、今後、調査研究や検討を行います。 

  （５）実施結果の公表 

       市ホームページ、支所での閲覧、下水道政策課及び下水道サービス課での閲覧又は配布 

市民閲覧コーナーでの閲覧、掲示板（本庁・支所）への掲示 

  

 

２ 松山市下水道事業経営審議会の主な意見 

  ・ 中長期財政シミュレーションの策定 

  ・ 維持管理費及び資本費の削減 

  ・ 借入金残高の削減 

  ・ 効率的な接続勧奨の検討 

  ・ 危機管理の体制整備と施設の耐震化 

  ・ 人材育成や技術継承 

  ・ 市民に理解を得るための広報活動 

  ・ 下水道利用者へのサービス及び満足度の向上 

  ・ 数値目標の設定と見直しの必要 
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 施策の詳細 

（１）資産・業務戦略 

方針 官民連携の推進①（管渠の維持管理業務の包括的民間委託の研究など） 

目的 

下水道施設の老朽化が進むため、さらなる計画的な維持管理で予防保全を強化す

る必要があるが、その手段として包括的民間委託が有効である。 

また、事業規模が小さい農業集落排水事業も、可能な限り維持管理の効率化を進

める必要がある。 

取組内容 

【管渠の維持管理業務の包括的民間委託の研究】 

 他市事例や国の通知等を参考に、包括的民間委託の調査・研究を行う。 

【処理場の包括的民間委託の発注方法等の研究】 

 現在、４つの処理場を個別に包括的民間委託（性能発注）しているが、他市事例等を

参考に、更なる効率化や受託者の参入意欲が増す方法の導入を研究する。（今後の

委託方針を平成３０年度末までに決める。） 

【農業集落排水事業の民間委託の研究】 

人口減少や施設の老朽化等の課題が顕在化しているため、維持管理を他の処理場

の包括的民間委託に含めるなどの経費削減等の研究を行う。 

目標・効果 
 官民連携を行うことで、サービス水準や業務の効率性・迅速性の向上及びコスト削減

等が期待できる。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

管渠の維持管理業務の包括的民間委託の研究 

     

処理場の包括的民間委託の発注方法等の研究 

     

農業集落排水事業の民間委託の研究 

     

 

試験導入の検討 先進事例を参考に、本市への導入を研究 

中央・西部（～平成 30 年度）             （平成 31年度～平成 35年度） 

先進事例を参考に、委託の方向性を研究 

 北条（～平成 31年度）                      

北部（～平成 32年度）                     

問題点の洗い出し・発注方法の検討 
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方針 官民連携の推進②（産学官パートナーシップの研究など） 

目的 

 下水道事業が抱える技術的課題の解決に向け、民間企業や研究機関などが持

つ先端技術や情報を多方面から取り入れ、下水道資産を活用した共同実験の検

討を行う。 

取組内容 

【産学官パートナーシップの研究】 

 先進地の取組事例等を参考にし、産学官パートナーシップの研究を推進する。 

 また、B-DASHプロジェクト等の国の取組を積極的に活用するとともに、民間企業

や研究機関とも共同研究や実証実験等を行うことを検討するなど、積極的に連携

を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【民間資金及びノウハウの活用】 

 民間委託の先進事例（施設整備の資金調達から設計など）を参考に、課題や効

果を研究し、老朽化に伴う施設の更新時期に合わせてＰＰＰ/ＰＦＩの導入の検討を

行うなど、民間の資金及びノウハウの活用に努める。 

目標・効果  最新の技術を用いることで、下水道事業の効率化が図られる可能性がある。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 産学官パートナーシップの研究・民間資金及びノウハウの活用 

     

 

 西部浄化センター汚泥乾燥機（B-DASH事業） 



 

8 

 

 

方針 投資の平準化と予防保全型の維持管理 

目的 

管渠や処理施設などの膨大な資産の老朽化が進んでおり、これらの施設を適

切に管理し、中長期的な改築需要を見通すことが健全な下水道経営に不可欠で

あるため、ストックマネジメントシステムを導入し、ライフサイクルコストを低減する。 

また、ストックマネジメントの実施にあたり、各施設の重要度や影響度によって、

修繕及び点検の優先順位付けを行い、事業費の平準化を目指す。 

取組内容 

【ストックマネジメントの導入】 

ストックマネジメント基本計画の策定 

   ・各施設情報の収集・整理 

   ・施設管理の目標設定や用途機能等による優先順位付けを行い、長期的な

改築シナリオを設定する。 

ストックマネジメントシステムの設計とデータベース構築 

ストックマネジメントシステムの構築と運用計画の策定 

【修繕及び点検の優先順位付け】 

・各施設の重要度や影響度などによる優先順位付け 

【長寿命化計画の策定及び実施】 

・ストックマネジメントシステムを活用した長寿命化計画の策定及び実施 

目標・効果 

   ・実耐用年数の把握 

・設置条件による劣化傾向の把握 

・上記を踏まえた修繕・改築の優先順位づけ 

・更新事業費の平準化 

・各施設に応じたライフサイクルコストの低減 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 投資の平準化と予防保全型の維持管理 

     

 

ストックマネジメントシステムの導入 更新事業費の見直し 

点検・調査の実施 
修繕・改築計画の策定 

長寿命化計画の策定 

長寿命化計画の実施 
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方針 資産・資源の有効活用①(消化ガス発電設備の稼働率向上など) 

目的 

【消化ガス発電設備の稼働率向上】 

 現在、下水汚泥から発生する消化ガスを最大限発電に利用しているが、さらに売

電収入の増加を進めるため、ガスの発生量を更に増加させる方策を検討する。 

【保有資産の活用】 

 保有資産を有効活用することで、収入増加を目指す。 

取組内容 

【消化ガス発電設備の稼働率向上】 

 消化ガス発生量を増加させる効率的な施設の運転方法を検討する。 

また、稼働率を上げるため、消化槽の効率的な活用や消化ガス発電設備の廃熱ボ

イラの利用方法を検討する。 

【保有資産の活用】 

 先進地事例を調査したうえで、広告収入等の増加に繋がる保有資産の活用方法

を検討する。 

目標・効果 

【消化ガス発電設備の稼働率向上】 

 効率的な消化ガスの発生を促し、消化ガス発電設備の稼働率の向上を目指す。 

【保有資産の活用】 

 保有資産の有効活用により、収入増加を目指す。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

消化ガス発電設備の稼働率向上 

     

 保有資産の活用 

     

 

効率的な運転方法の洗い出し 

導入準備・受託者の選定等 

有効活用策の実施と改善 

先進地事例の調査 

有効活用策の検討 

 

データ収集 

効率的な運転方法の試験運転 運転の実施 
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方針 資産・資源の有効活用②（下水熱の研究） 

目的 

 下水道法の改正に伴う規制緩和（民間事業者による管渠内への熱交換器の設

置）により下水熱利用の促進が見込まれているため、下水熱の有効活用策を検討

し、下水道の社会インフラとしての存在価値の向上を目指す。 

取組内容 

下水熱利用に関する基礎情報の収集研究 

  （下水熱利用の仕組み・メリット等・先行取組事例の研究） 

下水熱供給可能箇所に関する情報の収集及び整理 

  （改築更新予定管路等の整理、下水熱ポテンシャルＭＡＰの作成） 

下水熱利用の可能性が確認されれば、更に地域を絞り、詳細なポテンシャルマッ

プを作成するなど、具体的に事業の実施可能性を検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水熱広域ポテンシャルマップ【出典：国土交通省】 

目標・効果 
資源の有効活用により、下水道の社会インフラとしての存在価値を向上させる。 

民間事業者に利用してもらうことで、省エネ効果などが期待できる。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 下水熱の研究 

     広域ポテンシャル 

ＭＡＰ作成 

実施可能性の検討 
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方針 防災対策の充実、危機管理等の体制整備 

目的 

下水道 BCP に基づく訓練を実施し、災害時に迅速かつ的確に対応できる体制

作りを行う。また、訓練等を通じ内容検証や問題点の発見及び計画の改善を継続

的に行い、下水道 BCP のレベルアップを目指す。 

また、災害時には、庁内関係課や近隣自治体等とも連携し、危機管理体制をよ

り強固なものにしていく必要がある。 

さらに、災害時に想定される避難所のトイレ問題等について、庁内関係課（危機

管理部門）と連携した整備を行うことで、災害時のリスク軽減に努める。 

取組内容 

【大規模地震や大雨等の災害発生時の対応】 

下水道部災害活動マニュアルに基づき、「下水道部災害対策本部」を立ち上

げ、速やかに、被害状況の把握や応急対策を実施し、危機管理課と連携した災害

対応を行う。 

また、災害時に避難地でのトイレ確保を進めるため、マンホールトイレの整備を

進める。 

 

【事故や災害発生時の体制強化（委託業者との連携拡充）】 

浄化センター運転管理業務の委託業者（包括的民間委託）との連携を拡充させ

ることで、事故や災害時の対応等に関する体制強化を図る。 

 

【下水道 BCP に基づく訓練等の実施と継続的な見直し】 

新規採用職員（下水道部への転入者も含む）を対象に年度当初に説明会を行

う。また、下水道部職員を対象とした訓練や協定締結団体との合同訓練を行う。 

さらに、訓練等で得られた情報等を基に下水道 BCPの継続的な見直しを行う。 

目標・効果 
 毎年度訓練や連携を実施、継続的に改善していくことで、災害時に迅速かつ的

確に対応できる体制を強化する。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 防災対策の充実、危機管理等の体制整備 
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方針 広域化・共同化・最適化 

目的 

 人的、財政的制約が強まる中、既存施設を最大限活用しつつ、低炭素・循環型

社会の形成を図るため、近隣市町や他事業（し尿処理場）と連携し、広域化・共同

化・最適化の調査研究を行う。 

取組内容 

 

【広域化】 

 効率的な下水道整備を行うため、行政区域の境界地域の下水道整備の調査研

究等を行う。 

【共同化】 

 効率的な汚泥処理を行うため、松山圏域（松山市・伊予市・東温市・久万高原

町・松前町・砥部町）で連携して、汚泥の共同処理の調査研究を行う。 

【最適化】 

 し尿処理場の処理水の受入（水処理施設の機能集約）を行う。 

目標・効果 

【広域化・共同化】 

 圏域市町と連携し、調査研究する対象区域の選定や汚泥の共同処理の方向性

及び実現性等の研究を行う。 

【最適化】 

 し尿処理場の処理水受入を行うため、公共下水道への接続工事を実施する。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

広域化・共同化 

     

 最適化 

     

広域化・共同化の調査研究 実行可能な施策の洗い出し・実施 

導入準備・受託者の選定等 

し尿処理場の処理水受入 し尿処理場の受入工事（管渠）の実施 
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（２）組織・人材戦略 

方針 技術やノウハウを次世代へ継承する 

目的 

今後、外部委託への範囲拡大や熟練職員の退職などに対応するため、過去に

蓄積された技術やノウハウの継承を行っていくことが大きな課題である。そのため、

技術継承を図る機会などを作り、人材育成を行う。 

取組内容 

・（仮称）「技術継承講演会」を開催する。 

・新技術や新工法を習得するための「技術講習会」に参加する。 

・再雇用等の活用により、職員が長年培った技術やノウハウの継承を円滑に行う。 

・各業務のマニュアル作りを進め、異動時の引継ぎ事項を定型化する。 

・経営担当者会議で、各課が取り組んでいる「カイゼン活動」の情報共有を行う。 

 

目標・効果 

（目 標） 

【経営担当者会議】 必要に応じて開催（毎年度） 

【技術講習会】 １回以上（毎年度） 

【技術継承講演会】 １回（毎年度） 

【マニュアル化】 業務のマニュアル作り 

（効 果） 

事業運営に必要な知識や技術が継承され、安定した事業運営が行われる。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 技術やノウハウを次世代へ継承する 

     

経営担当者会議 
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方針 職員のモチベーションの維持及び向上 

目的 
職員の世代交代が進み、各職場で若手や女性の構成比率が高まっているた

め、これら職員による活躍機会の拡大を目指す。 

取組内容 

・若手職員や女性職員によるプロジェクトを企画実施し、活躍機会を増やす。 

・幹部職員と若手職員によるフリートークを実施し、対話の充実を行う。 

・（仮称）「職場レポート」を作成し、ＨＰ等で公開する。 

・職員満足度アンケートを実施し、課題の解決を行う。 

 

目標・効果 

（目 標） 

【（仮称）職場レポート】平成２９年度末までに作成し、その後も継続的に実施 

【職員満足度アンケート】平成３３年度末までに実施 

【その他の取組】随時実施 

（効 果） 

個人の能力を最大限発揮することで、組織のパフォーマンス向上と組織の活性化

を目指す。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 職員のモチベーションの維持及び向上 

     

 

女性職員によるプロジェクトチームの会議 
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方針 各種研修の充実①（下水処理場での現場研修） 

目的 

下水処理場の維持管理は、機械・電気・化学など、多様な職種の知識が必要で

あり、下水処理場の改築更新工事は、施設を稼働しながらの工事となるため、維持

管理の知識が不足していると効率的な計画・設計を行うことが困難となる。そこで、

新しく下水道施設課に配属された機械・電気技師を対象に、下水処理場での現場

研修を実施し、下水処理施設・設備の基礎的な知識や経験の習得を目指す。 

取組内容 

下水処理場の水処理・汚泥処理の概要を現場研修を通して学ぶ。 

   １ 重要な施設の把握 

   ２ 主要機器の役割や仕様の確認 

   ３ 計画・設計について 

   ４ その他 

下水処理場の一番重要な業務のひとつである放流水の水質基準の順守につ

いて、以下の研修を行う。 

   １ どのような作業や分析で水質基準を達成できているか 

   ２ 水質に関する幅広い知識の習得 

   ３ その他 

 全体を通じて約３日～５日程度で、各浄化センターに分かれての現場研修を

実施する。 

目標・効果 

（目 標） 

【下水処理場での現場研修】 １回（毎年度）  

（効 果） 

  ・ 改築更新工事の計画・設計の効率的な施工方法の検討 

  ・ 最適な改築更新によるコスト縮減効果 

  ・ 計画～設計監督～維持管理までの下水道ライフサイクルの理解 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 下水処理場での現場研修 

     

 

 



 

16 

 

方針 
各種研修の充実② 

（経営感覚のある職員の育成や他都市職員との交流促進） 

目的 

 専門知識の習得に加え、民間に近い経営感覚や公務員倫理を理解した職員の

育成を目指す。また、事務職や技術職といった業種の垣根を越えた幅広い業務を

経験することで、新たな能力を開発する。さらに、業務及び服務の研修を継続して

実施することにより、サービス向上や更なるコンプライアンスの徹底を行う。 

取組内容 

【経営感覚のある職員の育成】 

・各課の担当を講師とした全体研修（企業会計や各課の事業内容など）の充実 

・会計や補助・起債等の専門的知識を育成するための経営担当者会議の充実 

・国費の配分や下水道計画を円滑に推進するため、計画担当者会議の充実 

・日本下水道協会等が開催する外部研修などへの参加の拡充 

・業種の垣根を越えた業務を経験することにより、新たな能力を開発する。 

・（仮称）下水道部職員研修マニュアルの作成（各部門で必要とする人材像を明

らかにし、各種研修を整理） 

・幹部職員に対する人材育成やコンプライアンス研修の実施 

【他都市職員との交流促進】 

・先進地等の他都市職員と積極的に交流し、職員の改善意識を向上させる。 

 

目標・効果  職員の技術力が向上し、お客様サービスが充実する。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 経営感覚のある職員の育成や他都市職員との交流促進 

     

 

 

 

全体研修 
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方針 近隣事業体及び中核市との連携 

目的 

連携中枢都市圏の中心都市である松山市が、近隣市町と、圏域の持続的発展

と地域の活性化に貢献することが必要であるため、下水道事業の抱える課題につ

いて、近隣事業体等との情報共有や議論を通じて、相互の理解促進及び課題解

決に向けた連携などに取り組む。 

また、多くの自治体（中核市等）から、毎年度同じような照会（決算統計など）がき

ている現状を考慮し、これらの作業を効率化する仕組みを提案する。 

取組内容 

【抱える課題の共有や意見交換会の実施】 

・「下水道経営セミナー」を開催し、県内市町村職員に参加を呼びかける。 

・近隣事業体等が抱える課題の共有や意見交換会を実施する。 

・下水道研究会議（事務局：横須賀市）などの研究会議に参加し、参加自治体

や関係省庁と積極的に意見交換を行うことで、本市の問題解決につなげてい

く。 

・Ac1 に属する他自治体や比較対象都市等と意見交換し、経営指標に関する

ベンチマークや優れた取組を相互に情報共有することで、経営改善等につな

げていく。 

【中核市等との情報共有の効率化】 

・決算統計の照会など、効率的な情報共有のあり方を提案する。 

・下水道研究会議などを通じて、効率的な照会方法を検討する。 

目標・効果 

（目 標） 

【経営セミナー及び近隣事業体との意見交換会】 １回（毎年度） 

【下水道研究会議】 参加自治体や関係省庁と積極的に意見交換を行う。 

【Ａc１に属する他自治体との意見交換会】優れた事例を取り入れ、経営改善等に

つなげていく。 

【その他の取組】 随時実施 

（効 果） 

会議等で得られた知見を活用することで、本市の経営改善につなげていく。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 近隣事業体及び中核市との連携 
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方針 下水道サービスを維持するための組織体制の研究 

目的 

今後増大する下水道施設の改築更新などに適切に対応し、安定的に事業を運

営していくためには、限られた人員を最大限活用することが不可欠である。よって、

引き続き、経営的な視点を持って、組織の改編や職員配置の見直しを行い、効率

的な組織体制のあり方について研究する。 

取組内容 

【コア業務などの検討】 

・職員が行うべき業務内容の整理を行う。 

【適切な人員体制の研究】 

・処理場の包括的民間委託、管路の包括的民間委託、営業業務の包括的民間

委託の検討を通じて、官民の役割分担を再検討し、職員が政策立案や計画策

定等コア業務に集中できる体制を検討する。 

目標・効果 

【コア業務などの検討】 

・官民分担を見直すことにより、事業全体の効率化が期待される。 

【適切な人員体制の研究】 

・下水道事業の安定的な運営体制の確立につながる。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 下水道サービスを維持するための組織体制の研究 
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（３）財務戦略 

方針 経営基盤の強化①（効率的な接続勧奨の検討） 

目的 

接続勧奨を実施するにあたり、過去の調査情報を基に抽出し、地図等の準備を

整えた上で委託調査員等が現地を訪問し、調査結果を管理台帳へ入力している。 

現在、現地への訪問調査以外は職員が作業を行っているが、官民のより効果

的・実効性のある作業分担を検討し、効率的な接続勧奨の実施を目指す。 

取組内容 

【効率的な接続勧奨の検討】 

・現行の管理台帳（都市情報システム）の更新時期に合わせ、入力内容や抽出機

能の拡充を図り、事務の効率化と接続勧奨の成果の向上を目指す。 

・新たな民間委託の試行導入やデータ入力などを含めた委託を検討する。なお、 

検討する際には、他都市事例の調査（お客様対応業務委託の一体的な業務発注

など）を行い、効果的な費用負担と成果向上の可能性についても合わせて検討す

る。 

 

 

目標・効果 官民で役割分担することで、効率的な業務執行を目指す。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 効率的な接続勧奨の検討 

     

 

 

都市情報システムの 

機能充実について協議 
新都市情報システムの運用 

課題整理等 新たな委託の検討 

接続勧奨検討会議 
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方針 経営基盤の強化②（滞納整理や電話催告の実施による未収金の減少など） 

目的 

未納者に対する電話催告や滞納整理を実施することで、未収金を減少させる。

また、効率的な訪問計画を立て、経過を管理し、収納率の向上に努める。 

さらに、滞納整理業務等において、先進地事例では民間委託を実施している事

例も見られるため、更なる効率化を目指し、民間委託の活用も含めて検討する。 

取組内容 

【滞納整理や電話催告の実施による未収金の減少】 

 ・債権管理マニュアルの整備 

 ・全庁的な動向に合わせた延滞金徴収の検討  

 ・未納者への電話催告 

 ・長期滞納者の追跡調査 

 ・納付誓約書提出による債権の承認と納付計画書の提出 

 ・徴収吏員についての他都市調査 

【迅速かつ定期的な顧客動向の把握】 

 ・調査対象やデータ分析を行い、使用料の適正賦課や下水道利用者の動向把

握などの基礎データを作成する。 

                                                         

目標・効果 

（目 標）収納率 96.8％（現年度過年度合計の収納率（納期未到来を除く。）） 

【参考：平成 27 年度は 96.56％】 

（効 果）未収金の減少に繋がる。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

滞納整理や電話催告の実施による未収金の減少 

     

 迅速かつ定期的な顧客動向の把握 

     

 

 

債権管理マニュアルの整備 

導入準備・受託者の選定等 

調査対象や方法などの検討 

延滞金徴収の検討 



 

21 

 

方針 経営基盤の強化③（費用対効果を考慮した不明水対策） 

目的 

下水道整備による管渠延長の増大と管渠の老朽化に伴い、不明水問題がます

ます顕在化してくるものと考えられ、これらの問題を放置し先送りすることは、中・長

期的に下水道事業の経営を圧迫する恐れがある。そのため、不明水の実態を効

率的に把握し、これに基づく中・長期的な視点に立った総合的な対策計画を立案

するとともに、管渠の改築・修繕計画の一環として位置づけ、費用対効果の高い効

率的な事業の推進を目指す。 

取組内容 

下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託の導入も考慮し、効率的

な不明水対策を行う。 

 

 

目標・効果 

・有収率の向上や処理場費の削減 

・管路施設の長寿命化 

・道路陥没の抑制 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 費用対効果を考慮した不明水対策 

     

 

 

効率的な対策方法の洗い出し 総合的な対策計画を立案 

不明水対策を含めた管渠の包括的民間委託の検討 

ＴＶカメラ調査 
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方針 経営基盤の強化④（将来の財源確保の検討） 

目的 
将来の大規模更新時代の到来に備えて、財源の確保に向けた対応策を検討し

ていく必要がある。 

取組内容 

・資産維持費の導入など、下水道使用料（体系）の適切な見直しを検討する。 

・建設改良財源の積立方法を研究する。 

・中長期的視点に立った国債等の債券運用を行い、毎年度安定した運用益の 

確保に努める。 

目標・効果 将来の経営の健全化と効率化に繋がり、経営基盤の強化となる。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 将来の財源確保の検討 

     

 

 

 

【出典：総務省 「資産維持費」】 

【資産維持費とは】 

・施設更新時に、物価上昇や高機能化（耐震化等）など工事費が増加 

する部分であり、資産を維持していくために必要となる額のこと。 
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方針 経営基盤の強化⑤（新たな収入の確保） 

目的 
新たな収入源として、一部の自治体で導入している水質使用料制度の調査研

究を行う。 

取組内容 

・中核市の制度の導入状況を調査する。 

・導入に向けた課題の洗い出しを行う。 

・課題への解決策の検討する。 

・制度実施に伴う経費等を勘案し、導入の可否を決定する。 

 

目標・効果 
利用者間の負担のより一層の公平化が進み、一定の基準を超える水質の排水

抑制が期待できる。また、新たな収入源となる可能性がある。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 新たな収入の確保 

     

 

 

中核市への 
導入状況調査 課題の洗い出し 課題への解決策を検討し、制度導入の可否を決定 

水質検査 

【水質使用料制度とは】 

・排水の水質濃度に応じて、一定の基準を超える濃度の汚水を 

排出する使用者に対し、通常の使用料とは別に賦課するもの。 
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方針 経営の効率化①（資本費の削減） 

目的 

建設投資に伴って発生する減価償却費などの資本費が、将来的に経営を圧迫

することがないよう、投資規模の見直しをすることで、支払利息など資本費負担の

軽減を目指す。 

また、毎年度、総務省が実施している「地方公営企業決算状況調査」では、事

業毎の収支を明らかにすることが求められているため、「特定環境保全公共下水

道事業」について、企業債の借入期間を短縮すること等で、支払利息を削減し収

支を改善する。 

取組内容 

・長期的な計画に基づいた起債の発行による借入金残高の削減 

・企業債の借入方法の変更（元金均等方式への変更等）による支払利息の削減 

・資本費平準化債などの借入時期見直しによる支払利息の削減 

・特定環境保全公共下水道事業の企業債の借入期間を短縮すること等による

支払利息の削減 

・今後の汚水処理水量の減少を見越した施設規模の最適化 

・公的資金補償金免除繰上償還制度の要望（要件緩和を含む） 

目標・効果  経費削減 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 資本費の削減 
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方針 経営の効率化②（投資以外の経費の削減） 

目的 
管渠や処理場等の動力費や委託料などの維持管理費について、より一層の経

費削減に取り組む。 

取組内容 

〈処理場〉 

薬品費は、各処理場の薬品の選定・使用・管理について再点検を実施し、効率

的な使用を目指す。 

委託料は、施設点検や工事の際に行っている汚泥の埋立てをできる限り資源化

することで経費削減に努める。 

手数料は、外部に発注する水質等検査項目の再検討を行う。 

燃料費は、現有の焼却炉を安定稼働することで増加を抑制する。 

動力費は、更新設備を省エネ対応にすることで、より一層の電力使用量削減に

努める。 

 

〈管渠〉 

マンホールポンプ維持管理費は、下水道を整備する際に出来るだけマンホー 

ルポンプを設置しないような管渠敷設を検討する。 

備消品費は、排水設備工事完了検査合格時の検査済証の様式変更等を検討

する。 

印刷製本費は、チラシや申請書等の印刷を庁内で実施するほか、契約方法も 

合わせて検討する。 

目標・効果  経費削減 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 投資以外の経費の削減 

     

 

 

 



 

26 

 

方針 経営の効率化③（省エネ・省 CO2機器の導入） 

目的 

エネルギー効率の高い機器（省エネ機器）や省 CO2 機器の導入などにより、電

力使用量及び二酸化炭素排出量を削減するなど、維持管理費の縮減や地球温

暖化防止対策を目指す。 

取組内容 

下水道事業における省エネルギー対策として、新設・改築更新にあわせ省エネ

機器、省 CO2 機器を積極的に導入し、エネルギー使用量の削減と地球温暖化対

策を目指す。なお、省エネ機器、省 CO2 機器の導入にあたっては費用対効果を

考慮する。 

   １．高効率機器の導入（変圧器、電動機など） 

   ２．可変速制御装置の導入（インバータ） 

   ３．適切な修繕、改修の実施（漏水、漏洩など） 

   ４．その他 

目標・効果 
 高効率な機器（省エネ機器、省 CO2 機器）の導入や適切な維持管理を行うこと

により、コストの縮減や地球温暖化対策が進む。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 省エネ・省 CO2機器の導入 

      

【既設設備】 

【省エネ機器】 

更
新 

返送汚泥ポンプ（更新前） 

返送汚泥ポンプ（更新後） 
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（４）広報戦略 

方針 広報・広聴活動の充実 

目的 

お客様が知りたい情報や、お客様に知っていただきたい情報を積極的に発信

し、下水道事業の現状と課題を理解していただくことに努め、下水道事業への関

心を高める。また、若年層への広報活動に力を入れるため、大学生などと連携して

親しみやすい広報手段を目指す。 

取組内容 

【市内小学校の出前講座等の充実】 

 ・夏休み期間のプログラム(ｻﾏｰ！ｴｺｷｯｽﾞ ｽｸｰﾙ)を環境部と連携して実施 

 ・親子下水道教室（下水道週間中）の実施 など 

【処理場見学の受入の推進】 

下水道事業の理解を深めてもらうことを目的に、更新工事の実施状況を踏まえ、

安全に見学できるよう配慮しつつ、処理場見学の受入れを推進する。 

【お客様に対する積極的な情報公開及び発信】 

 ・幅広い層を対象に、下水道事業や将来の課題等の紹介を行う。 

・大学生などと連携した広報活動を行う。 

・従来の広報では情報が届きにくい若い世代に、親しみやすい広報手段を検討

する。 

・お客様との協働体制（パートナーシップ）を構築する。 

 ・新聞媒体や関係省庁（総務省や国土交通省）などへのパブリシティの強化 

 ・「ていれぎ」（公営企業局の広報誌）への掲載 

 ・工事への理解を深めるため、工事看板を分かりやすいものへ改善する。 

【発信方法及び内容の継続的な見直し】 

 ・他自治体、国の推進する下水道広報プラットフォームの取組などを参考に、上

記の取組を検証するとともに、継続的に発信方法及び内容を見直す。 

目標・効果 

 多くの方に出前講座を利用していただくように周知に努め、利用数の増加を目指

す。また、お客様に処理場や下水道事業を身近に感じてもらい、事業への理解と

認知を高める。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 広報・広聴活動の充実 

     

 

 



 

28 

 

方針 下水道情報の見える化の推進 

目的 
下水道事業を持続的に運営していくためには、お客様の理解と協力が必要であ

るため、分かりやすく効果的な広報の実現を目指す。 

取組内容 

【ホームページの内容を充実】 

・「広報プロジェクトチーム」の結成により、利用者目線でＨＰを再構築する。 

・下水道の役割などを分かりやすく紹介している他団体（公益社団法人日本下

水道協会や先進地など）のホームページへのリンクを充実させる。 

【各種人材育成への取組の公開】 

・現在行われている取組内容をはじめ、今後実施する取組についても、進捗状

況も含め公開を行う。 

【経営成績などの公開と将来の課題の見える化】 

・経営審議会の審議情報を公表し、資料を開示する。 

・年２回、業務状況を公表する。（７月・１０月） 

・現在の経営成績や将来の課題などを分かりやすく説明する。 

 

目標・効果   下水道事業への理解を得られる情報公開を拡充する。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

 下水道情報の見える化の推進 
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方針  お客様サービスの充実 

目的 限られた人員で最大限のサービスを提供し、お客様満足度の向上を目指す。 

取組内容 

【お客様対応業務委託の拡大の研究】 

公営企業局に委託している業務以外に委託可能な業務がないか研究する。 

  ・現状業務の整理（井戸水単独使用者の滞納整理・メーター管理・検針・賦課） 

  ・委託可能業務の抽出（他都市への調査により実施） 

  ・委託範囲の検証（委託業務の詳細内容を検討） 

  ・受託業者及び公営企業局との協議（契約締結後の業務分担）  

  ・契約関係の整理や規則改正 

【幅広い層のお客様ニーズの把握】 

・アンケートの実施などにより、幅広い層からニーズを把握する。 

【新たな支払方法の費用対効果の検証】 

 クレジットカード支払等の費用対効果を検証する。なお、下水道使用料の徴収は

公営企業局に委託しているため、公営企業局の動向に合わせて研究する。 

目標・効果 
 ・限られた人員の中でサービスを充実させることができる。 

 ・収入の拡大や経営の安定化につながる可能性がある。 

スケジュール 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

「お客様対応業務委託」の拡大の研究 

     

幅広い層のお客様ニーズの把握 

     

 新たな支払方法の費用対効果の検証 

     

 

現契約（平成 31年 3 月） 

先進事例を参考に、 
委託範囲の検討 

次期契約（平成 31 年 4月～） 

アンケートの実施 方針の決定 先進事例を参考に検討 

先進事例を参考に、委託範囲の検討 


