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１ はじめに 

 

 

 阪神水道企業団とは 
 阪神地域は、六甲の山並みが海に迫っ

ているため、東西に細く開けた地域に

なっています。そのため、水源となる大

きな河川に恵まれず、絶えず水不足に悩

まされていました。 

そこで、安定給水を確保するために、

神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市の４

市が協力し、琵琶湖・淀川水系に水を求

めて、1936年（昭和11年）７月に「阪

神水道企業団」が設立されました。 

 

 1942年（昭和17年）４月の給水開

始以来、戦中戦後の混乱期、高度経済成

長期、そして阪神淡路大震災など、様々

な困苦の中で、構成市（神戸市、尼崎市、

西宮市及び芦屋市）への水道用水供給業

務を継続しつつ、水需要増加に対応する

ため、供給能力を段階的に拡張してきま

した。 

1978年度（昭和53年度）に着工し

た第５期拡張事業においては、水需要増

加という「量」への対応、異臭味除去等

の「質」への対応とともに、供給安定性

向上を目的とした施設整備を進め、施設

能力の拡張及び全量高度浄水処理化を

達成し、2010年度（平成22年度）の

尼崎浄水場Ⅱ期施設完成をもって第５

期拡張事業は完了しました。 

また、2017年度（平成29年度）か

らは、宝塚市にも供給を開始しました。 

 

 「水道用水供給ビジョン」の策定 
今後、企業団の事業運営は、「拡張」

から「維持・更新」の時代へと移行する

中、水需要の減少など、水道事業を取り

巻く環境も変化しつつあります。 

このような変化や動きに柔軟に対応

し、適切でより良いサービスを提供し続

けるため、今後の事業運営の方向性を示

す道標として、2008年（平成20年）

12月に「水道用水供給ビジョン及びア

クションプラン」を策定し、これらで掲

げた施策を具体化しつつ、安全な水の安

定供給の持続に努めてきました。 

 

その後、国における新水道ビジョンや

経営戦略策定推進、水道法の改正等の動

きをはじめ、全国の水道事業体において

も広域連携の推進等、様々な動きがある

中、企業団においても、水需要の減少へ

対応するための施設規模の適正化など、

課題解決に向け構成市の水道部局等と

連携を図りながら対応していくことが

不可欠となってきています。 

このような環境の変化を踏まえ、企業

団の今後の目指すべき将来像を描き、経

営環境の変化に効率的かつ効果的に対

応するため、2018年（平成30年）３

月に「阪神水道企業団水道用水供給ビ

ジョン2017」として、ビジョン及びア

クションプランの内容を改定しました。 

 

 アニュアルレポートについて 
 企業団の事業運営の状況、決算概要を

分かりやすく発信するとともに、水道用 

水供給ビジョンに基づくアクションプ

ランのPDCAサイクルの一環として、進

捗状況を発信していくために、2008年

度（平成20年度）決算からこのレポー

トを取りまとめ、各年度の決算ごと（議

会による決算認定後）に公表しています。 

 

 

 

 

 
企業団のマスコットキャラクター 

    ピュアリン（左）とピュリコ姫（右） 
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２ 2018年度（平成３０年度）の事業運営 

 

 
 

2018年度(平成30年度)の年間実績

給水量は、前年度を超える273,683,580m3

となりました。 

水源である琵琶湖の水位は平年並み

でした。水質については、琵琶湖南湖で

かび臭原因物質が検出されましたが、浄

水への影響はありませんでした。 

 

2018年度（平成30年度）の水道事

業収益は192億1千万円、水道事業費用

は168億6千万円、純利益は23億5千万

円となり、累積欠損金は97億3千万円に

減少しました。 

経営改善に努め、単年度純利益を計上

できましたが、依然として多くの累積欠

損金を有しています。その一方で、老朽

管路や経年化施設の整備など、安定給水

に必要不可欠な事業は着実に実施して

いく必要があり、財政運営は厳しい状況

です。 

 

 

 

 
 

2018年度（平成30年度）における年間実績給水量は、273,683,580m3（一日

平均給水量は749,818m3）で、前年度と比べて、1,349,810m3、約0.5％の増と

なり、計画給水量に対する実績率は95.0％でした。 

なお、一日最大給水量は828,990m3でした。 

 

 

概 況 

給水量の状況 
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企業団では、取水から送配水過程にわたって、各種水質の自動分析装置による監視や、

水道GLP認定水質検査機関として認定されている水質試験所における精密な検査など

を行い、安全で良質な水の供給に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水源水質の状況 

流域の水道事業体で構成される淀川

水質協議会で把握した2018年度（平

成30年度）における淀川水系の水源水

質事故は20件で、うち13件が油の流

下によるものでしたが、いずれも、浄

水への影響はありませんでした。 

 

 

 

 

 浄水水質の状況 

  企業団では、2000年度（平成12年

度）末に全量高度浄水処理化を達成し

ています。 

これにより、かび臭などの異臭味物

質の除去やトリハロメタン等の消毒副

生成物の抑制に効果が現れており、

2018年度（平成30年度）においても、

適切な浄水処理を実施し、安全な水道

用水を供給することができました。 

 

 

水道GLP認定内容 

認定番号 JWWA–GLP012 

事業者名 阪神水道企業団 

水質検査機関 水質試験所 

適用基準 水道水質検査優良試験所規範（水道GLP） 

認定範囲 水道水質基準５１項目（H30時点）水道水･浄水 

認定機関 （公社）日本水道協会 水道GLP認定委員会 

水質の状況 

水道ＧＬＰ認定マーク 
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 企業団の施設は、阪神地域における水

道施設の基盤です。安定供給を継続する

ために、適切な維持管理に努めるととも

に、長期的な施設整備計画に基づき、施

設及び管路の更新・耐震化等を効率的、

効果的に進めていく必要があります。 

 2018年度（平成30年度）においては、

下記のとおり、経年劣化した施設・管路・

設備機器の更新・取替えを実施しました。 

 

[実施した主な事業] 

・淀川取水場改修工事 

・管路整備事業（２期淀川導水管） 

・淀川取水場導水ポンプ3号・4号取替工事 

・猪名川浄水場送水ポンプ8号取替工事 

 

 

 

 

なお、2018年度（平成30年度）も前

年度に引き続き漏水事故は発生しません

でした。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 施設利用率 

2018年度（平成30年度）の施設利

用率は、58.2％でした。一日平均配水

量にほとんど変動がみられないため、

指標はほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

施設の状況 

施設の稼働状況 
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 最大稼働率 

2018年度（平成30年度）の最大稼

働率は、64.2％でした。一日最大配水

量に若干の変動はありますが、指標は

ほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 負荷率 

2018年度（平成30年度）の負荷率

は、90.6％でした。一日平均配水量と

一日最大配水量とも若干の変動はあり

ますが、指標はほぼ横ばいで推移して

います。 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 
 

 職員数 

企業団は、239名（特別職を含む。）の職員で事業運営に当たっています。［2019

年3月31日時点］ 

現行財政計画（2016～2019年度）では、可能な範囲で年齢構成の是正を図り、

適切な技術継承や組織活力の維持向上に努めています。 

 

 
                           

 

 

 

 

 人材育成 

  企業団では、「安全な水の安定供給の持続」という使命を達成し続けるために、技

術の継承及び職員資質の維持向上に努めています。 

2015年度（平成27年度）に策定した「研修基本方針」に基づき、研修の体系化

を図っています。 

また、2016年度（平成28年度）には「資格取得助成制度」を制定し、職員個々

の能力、資質向上を図っています。 

職員の状況 
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企業団の経営は、構成市に対する給水量を基礎とする分賦金を主な財源として成り

立っています。 

企業団では、第５期拡張事業や水源開発事業といった大規模な投資に係る資本費の急

激な変動による分賦金への影響を考慮し、内部留保資金を活用することにより、構成市

の負担の軽減に努めてきました。 

2000年度（平成12年度）の第５期拡張事業概成により資本費が急増して以来、経

常的に純損失が生じていましたが、企業債の繰上償還等経営改善に努めた結果、2012

年度（平成24年度）には純利益を計上することができ、財務の状況は改善しつつあり

ます。2018年度（平成30年度）決算では、約23億5千万円の純利益を計上し、累積

欠損金は約97億3千万円に減少しました。 

 

 収益的収入 

  2018年度（平成30年度）の水道事

業収益は、分賦金を主な収入として

192億1千万円となり、平成29年度と

比べ、約7億8千万円の減収となりまし

た。 

  これは、保有地の売却等による特別

利益が減少したことが主な要因です。 

 

 

 

 

財務の状況 
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 収益的支出 

  2018年度（平成30年度）の水道事業費用は168億6千万円で、前年度と比べ、

約10億6千万円の減少となりました。 

これは、前年度の宝塚市加入負担金返還金（分賦金相当額）の減等により特別損失

が減少したことが主な要因です。 

 

 

 当年度純損益と累積損益 

  2018年度（平成30年度）は、約23

億5千万円の純利益となりました。これ

により、累積欠損金は約97億3千万円

に減少しました。 

 

  

 

 当年度資金収支と資金残額 

  2018年度（平成30年度）における

資金収支は、約24億3千万円の資金剰

余となり、当年度末における資金残額

は、約93億7千万円となりました。 
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 財務諸表 

□2018年度（平成30年度）損益計算書 
（単位　円）

水道事業費用 16,865,822,142 水道事業収益 19,216,448,250

営業費用 15,714,200,824 営業収益 17,771,261,455

原水費 1,251,573,569 分賦金 17,757,159,770

浄水費 2,569,835,525 受託工事収益 6,483,885

配水費 2,469,839,100 その他営業収益 7,617,800

受託工事費 6,483,885 営業外収益 1,360,523,795

総係費 1,139,210,397 受取利息 3,867,311

議会費及び監査費 14,628,860 補助金 32,562,000

減価償却費 8,173,129,868 長期前受金戻入 1,175,602,793

資産減耗費 89,499,620 雑収益 148,491,691

営業外費用 1,151,457,428 特別利益 84,663,000

支払利息及び
企業債取扱諸費

1,145,568,545 その他特別利益 84,663,000

雑支出 5,888,883

特別損失 163,890

固定資産売却損 163,890

当年度純利益 2,350,626,108

当年度純利益 2,350,626,108

当年度純利益 2,350,626,108

19,216,448,250 19,216,448,250

費用の部

合計

収益の部

合計  

 

 

□2018年度(平成30年度)末貸借対照表 
（単位　円）

固定資産 148,809,690,983 固定負債 44,852,032,261

有形固定資産 128,253,845,942 企業債 42,005,437,129

土地 7,935,580,529 引当金 2,846,595,132

建物 11,089,279,258 流動負債 8,134,334,926

構築物 94,016,138,465 企業債 4,853,014,301

機械及び装置 14,084,259,943 未払金 3,047,318,773

車両運搬具 11,654,730 前受金 4,214,196

器具備品 310,046,602 引当金 184,107,306

建設仮勘定 806,886,415 預り金 45,680,350

無形固定資産 20,485,989,041 繰延収益 25,415,863,151

水利権 20,467,187,125 長期前受金 58,671,275,263

施設利用権 17,003,675 収益化累計額 △ 33,255,412,112

電話加入権 1,082,281 資本金 90,416,841,238

ソフトウェア 715,960 剰余金 △ 7,249,928,183

投資その他の資産 69,856,000 資本剰余金 2,483,237,567

出資金 69,856,000 利益剰余金 △ 9,733,165,750

流動資産 12,759,452,410

現金預金 12,620,942,521

未収金 31,170,595

貯蔵品 107,339,294

161,569,143,393 161,569,143,393合計合計

借  方 貸  方

 

 

 

 

 資金不足比率 

2018年度（平成30年度）において、資金不足は発生しませんでした。 

（参考） 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が2007年（平成19年）６月に制定され、地

方公営企業については、資金不足比率（資金の不足額÷事業の規模）を公表することが義務付け

られました。 
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 企業債及び割賦負担金の状況 

2018年度（平成30年度）末の企業債残高は、2000年度（平成12年度）の第５

期拡張事業の概成以後、定期償還や繰上償還、新規借入額の抑制によって、ピーク時

（2000年度）の約38％に当たる約468億5千万円に減少しました。 

  割賦負担金残高についても同様に、定期償還や繰上償還によって減少し、ピーク時

（1998年度末）の約3％に当たる約14億4千万円となりました。 

 

 給水原価と供給単価 

高金利の企業債及び割賦負担金の繰

上償還などを実施し、支払利息の削減

を進めた結果、給水原価は低下してい

ます。 

 

 
 

 主要経費の推移 

□職員給与費

 

□動力費 
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□浄化費 

 

 

□施設管理費 

 

 

 

□水源管理負担金 

 

 

□減価償却費 

 

 
 

□企業債利息 

 

 
 
 

□割賦負担金利息 
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 経営改善の推進 

  企業団では、財政計画（2016～2019年度）において策定した経営改善計画（算

定可能な効果額は、４年間で約12億８千万円を予定）に基づき、経営改善策を推進

しています。 

2018年度（平成30年度）においては、「保有資産等の有効活用による収益の確保」、

「契約メニューの活用による動力費の抑制」、「管理施設の機能停止」等の経営改善策

を実施し、約4億9千万円の経営改善効果を上げることができました。

これら経営改善策の中でも、「尼崎浄

水場浄水池上部空間の有効活用」につい

ては、先進的な取組事例として「地方公

営企業における民間的経営手法等の取

組事例集（2012年10月、総務省）」に

おいても紹介されました。 

 

 

 

 経営改善策の内容及び効果額

　　　（単位　百万円）

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

収
益
の
確
保

営業外収益

・水道施設上部空間有効活用
・保有地の有効活用
・発生ケーキ、粒状活性炭の売却
・保有資金運用の見直し

115.0 119.0 116.6 124.1 115.8 125.5 116.4 463.8

職員給与費
・職員数の削減
・職員給与費の抑制

8.2 8.2 21.8 16.0 46.7 50.3 58.3 135.0

動力費
・省エネの推進（電力）
・契約メニューの活用（電力・ガス）

76.2 77.6 76.2 100.4 65.0 93.9 65.0 282.4

施設管理費
・設備機器の点検、整備方法の見直し
・浄水発生土の有効活用による処分費抑制など

44.8 39.9 60.0 60.9 66.9 72.0 70.5 242.2

物件費
・備消品費、材料費について対前年度予算比マイナス
   シーリング設定
・その他物件費の見直し

1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7 1.5 5.8

諸費
・旅費について対前年度予算比マイナスシーリング
   設定など

0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 2.8

割賦負担金利息 ・日吉ダム建設事業割賦負担金の一部繰上償還 1.6 1.6 2.7 14.4 2.0 21.9 1.3 7.6

水道改良費
・管理施設の機能停止等
・機器仕様、容量及び設備内容の見直し

6.7 6.7 15.6 15.6 121.5 121.5 0.0 143.8

254.5 255.0 295.1 333.5 420.1 487.4 313.7 1,283.4

経営改善策と効果額

2018 2019 ４年計

経　営　改　善　効　果　額

経
費
の
削
減

2016 2017
内 容項　目
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 収益確保策

保有資産（職員公舎跡地等）の売却を進めるとともに、資産の有効活用等により収

益確保に努めています。 

［収益確保策の主な内容］ 

・水道施設上部空間の有効活用（尼崎浄水場や甲山調整池の上部空間の貸付） 

・保有地の有効活用（商業施設への貸付、駐車場等として貸付） 

・浄水発生土、使用済み粒状活性炭の売却 

 

 支出抑制策 

省エネルギー型設備の導入や、過去に借り入れた高金利企業債等の繰上償還等によ

り経常費用の抑制に努めています。 

［支出抑制策の主な内容］ 

・高金利企業債等の繰上償還や借換による支払利息の抑制 

・省エネルギー型設備の導入や料金割引制度の活用による動力費の抑制 

・設備更新工事の使用材料、機器仕様、工事施工方法等の見直しによる建設コストの

抑制 
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 技術開発への取組 

  企業団では、創設時より、新たな処理方法の研究や浄水処理の運転・維持管理を目

的とした調査研究を進めており、今後も、水道水質や技術力の維持向上に努めます。 

  2008年（平成20年）５月には大阪市水道局と協定を締結し、次世代型浄水処理

技術の開発に関する共同研究を実施しています。 

また、本研究は2016年（平成28年）10月21日に特許を取得しました。 

 

  

 

 

 

 広報活動 

企業団では、施設や業務内容を知っ

ていただけるよう、近隣小学校などの

浄水場見学の受入れや構成市と協力し

た広報活動を実施しています。 

また、尼崎浄水場の特別開放イベン

ト（６月1日、来場者数２,000人）、神

戸市水道局及び尼崎市公営企業局水道

部主催のイベントへのブース出展など

を実施しました。

 

その他の取組 

尼崎浄水場特別開放イベント 

（水の実験教室） 

共同研究施設外観 共同研究施設内部 
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 環境への貢献 

  省エネの推進などにより、コスト縮減を図るとともに、環境負荷軽減に努めてい

ます。 

  主な取組としては、回転数制御型ポンプによる運用、ガスコージェネレーションシ

ステムによるエネルギー活用、節電対策やエネルギー管理の強化等を継続して実施し

ました。 

  また、2006年（平成18年）度から環境保全のための取組に係るコストと効果を

具体的に取りまとめた「環境会計」を策定しています。 

 

 

 

 

 国際協力 

  国際会議での技術情報の受発信や海

外からの技術研修の受入れなどを通じ

て、水道技術の発展に貢献するよう努

めています。 

2018年度（平成30年度）において

も、前年度に引き続きJICAからの技術

研修の受入れを行うとともに、各種国

際会議への発表派遣を行いました。 

 

 

 

 東日本大震災を踏まえた対応 

  東日本大震災の知見等を踏まえ、電源リスク、津波（海水遡上）、液状化等への対

策と対応を進めるとともに、マニュアルの整備や訓練等、災害時の応援・受援体制の

充実に取り組んでいます。

JICA関西 課題別研修施設見学 

（尼崎浄水場） 

amagasa 
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 基本方針 

『安全な水の安定供給の持続』という基本理念を前提に以下の基本方針の下、財政

計画（2016～2019年度）を策定しました。 

 

構成市の受水費負担軽減を図るとともに、今後、構成市から求められる水量を中長

期的な視点で確認した上で、現行分賦金制度の見直しを含めた「費用負担の見直し」

について、引き続き構成市との間で協議調整を進めるなど、水需要の動向等への適切

な対応に努めます。 

 

１ 財政 

中長期的な視点で財政需要を見極めた上で、これまで財政運営上の大きな課題とし

て抱えてきた支払利息の削減を図るなど、効率的な財政運営に努めます。 

また、経営改善や施設整備の見直し及び企業債の活用等を図った上で、資金残額の

見通しを勘案し、内部留保資金を活用することにより、構成市の受水費負担軽減に努

めます。 

なお、課題となっている累積欠損金については、「施設規模の適正化」、「費用負担

の見直し」等と併せて、その取扱い（位置付け、解消方法）について整理します。 

 

２ 施設 

今後、構成市から求められる水量を中長期的な視点で確認した上で、宝塚市への新

規供給及び災害リスク対応等を念頭に、水需要の動向に基づく施設規模の適正化を図

りつつ、「耐震性の向上」、「老朽劣化対策」及び「危機管理対策」を実施します。 

また、アセットマネジメントの実践により、可能な限り施設の延命化・長寿命化を

図り財政需要の抑制に努めます。 

なお、「施設規模の適正化」については、財政計画期間中に構成市との間で協議調

整を図り決定します。 

 

３ 経営改善 

従来からの経営改善策を継続実施するとともに、一層の経営改善に努めます。 

また、職員数の目標（2019年度：235名体制）を達成するとともに、技術継承、

年齢構成の是正及び組織力の維持向上を図りつつ、事務職員の削減等、適正化に努め

ます。 

財政計画（2016 年度～2019 年度）の概要 
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４ 今後の事業運営のための取組 

今後の水道事業を取り巻く変化に着実に対応していくために、これまでの枠組みや

手法に捉われることなく、構成市等と連携を強化しながら、広域的な視点も含め新た

な発想の下で、今後の事業運営等について検討していきます。 

 

 収支見通し 

財政計画期間中の損益収支については約30億2千万円の利益、資金収支について

は約17億1千万円の支出超過、財政計画期間末（2019年度末）の累積欠損金は約

133億1千万円、資金残額は約31億9千万円となる見通しです。 
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３ 水道用水供給ビジョンとアクションプラン 

 

 

 

 企業団の今後の事業運営の方向性を示す道標として、「水道用水供給ビジョン２０１

７」を20１8年（平成３０年）３月に策定しました。 

 水道用水供給ビジョン２０１７では、「安全な水の安定供給の持続」という基本理念

と、その達成に向けた４つの経営方針及び１７の重点施策を定めています。 

 

基本理念「安全な水の安定供給の持続」  

『阪神地域全体を俯瞰（ふかん）して、地域の水道のあるべき姿を認識・共有し、実現すべく

主体的な役割を果たす。』 

全てのステークホルダー間で、阪神地域全体の水道事業の将来を、経営（人材、施設、財政）の観点か

ら明確にした上で、共通認識を醸成し、今後の最適な姿を描き、地域全体で実現していくことが必要です。 

重点施策  

経営方針  
阪神水道企業団は、基本理念である「安全な水の安定供給の持続」を達成するため、企業団の現状

や取り巻く環境等を踏まえ、将来に向けて、4つの経営方針を掲げ、それぞれの重点施策を実施していき

ます。 

 

 
１ 水源や施設の適切な管理に努めます。 

 

 
２ 災害時の対応能力を強化します。 

 

 
３ 将来も供給を継続出来るよう経営基盤を強化します。 

①水源保全への取組 

②阪神水道品質保証プログラムの運用 

③適切な施設の維持管理と更新計画の策定 

④効果的な施設の運転管理及び効率的な水運用 

①施設・管路の耐震化 

②複合リスクを想定した最適なリスク対策の組合せ 

③施設や管路の更新に合わせた機能及び維持管理性の向上 

④危機管理対応能力の向上 

①経営規模の適正化 

②財務体質の強化 

③的確な執行体制の構築 

④経営資源の有効活用 

①構成市水道部局との連携強化 

②近隣水道事業体等との情報共有及び連携強化 

③公民連携の推進 

④環境・エネルギー対策 

⑤情報の収集及び発信 

 

 

経営方針１ 

水源や施設の適切な管理に努めます。 

 

 

経営方針２ 

災害時の対応能力を強化します。 

 

 

経営方針３ 

将来も供給を継続出来るよう経営基盤を強化します。 

 

 

経営方針４ 

阪神地域の水道のより良い姿を追求していきます。 

将来の方向性  

企業団は、水道用水を供給する専門集団として「安全な水の安定供給の持続」という基本理念の下で、

将来においても阪神地域に安全な水道用水を効率的に送り続けることが出来るよう努力していきます。 

４ 阪神地域

の水道のより良

い姿を追求して

いきます。 

 

水道用水供給ビジョン２０１７ 
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水道用水供給ビジョン2017に沿った事業展開を図るために、「経営方針」に基づく

「重点施策」について、約10年間で推進する内容を「水道用水供給ビジョンに基づく

アクションプラン」として取りまとめました。 

ここでは、水道用水供給ビジョンで掲げた４つの経営方針に基づく重点施策について、

約10年間で推進する具体的な施策を整理しています。 

個々の施策を単一として考えるのではなく、それぞれの施策を包括的な視点でとらえ、

相互の関連性を確認しながら整理しています。 

 

【平成30年度アクションプラン進捗状況（施策別）】 

経営方針１：水源や施設の適切な管理に努めます。 

重点施策 ①水源保全への取組 

施
策
内
容 

［１］水源水質の保全及び監視 

（１）水源水質情報の共有と長期的な視点での水源水質の把握 

淀川水質協議会、淀川水質汚濁防止連絡協議会及び（公財）琵琶湖・淀川水質保全機構

を通じた水源水質調査や情報共有を継続的に行うことにより、琵琶湖・淀川の水質変動を

長期的な視点で把握し、監視していきます。 

実
施
内
容 

・淀川水質協議会、淀川水質汚濁防止連絡協議会を通じ、琵琶湖・淀川水系に

おける水質調査と経年変化の把握を行いました。 

進捗状況 

○ 

 

経営方針１：水源や施設の適切な管理に努めます。 

重点施策 ①水源保全への取組 

施
策
内
容 

［１］水源水質の保全及び監視 

（２）国等への要望活動の継続 

水源水質の保全や未規制物質に対する排出規制、また、水源水質の異常が流域全体に影

響を与えるような広域的災害に備え、水道事業者への迅速な情報提供を含む危機管理強化

など、これまで行ってきている国等の関係機関への要望を継続していきます。 

実
施
内
容 

・淀川水質協議会を通じ、国等への要望活動を実施しました。 

（要望事項） 

・広域的な水道水源保全の推進 

・危機管理対策の強化のための施策の推進 など 

進捗状況 

○ 

水道用水供給ビジョンに基づくアクションプラン 
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経営方針１：水源や施設の適切な管理に努めます。 

重点施策 ②阪神水道品質保証プログラムの運用 

施
策
内
容 

［２］阪神水道品質保証プログラムの運用 

（１）水安全計画による品質保証 

発生頻度が高い油流出事故等、突発的な水質事故に対して、これまでに引き続き迅速な

情報連絡と水安全計画の適正な運用により、水質異常への対応力強化を図ります。 

さらに、異常時における迅速な情報共有等、構成市水道部局との連携によって実効性の

ある品質保証の継続・向上を図ります。 

実
施
内
容 

・摂取制限を伴う給水継続等に関する広報訓練を、構成市水道部局と連携して

実施しました。 

進捗状況 

○ 

工
程 

2017 2018 2019

運転管理業務受託者も含めた訓練の継続実施

対策施設の設置

マニュアル等への反映

突発的な水質汚染への対応に対する基本方針の策定
個々の事象への展開に関する

検討

油流出事故等の対策

自然災害の危害レベルに

応じた対応の検討
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経営方針１：水源や施設の適切な管理に努めます。 

重点施策 ②阪神水道品質保証プログラムの運用 

施
策
内
容 

［２］阪神水道品質保証プログラムの運用 

（２）水質検査計画、検査による品質確認 

水源や供給水の状況及び逐次改正される水質基準に基づき、水質検査計画を毎年策定

し、継続的な水質検査を実施します。検査項目や検査頻度は、水質検査結果や水道利用者

からの意見を踏まえて見直し、適切な供給水の品質確認を継続します。 

（公社）日本水道協会が認定する「水道優良試験所規範（水道 GLP）」に基づいた水質

試験に関する品質管理システムの運用を継続します。 

水道 GLP の適正な運用により、水質検査機関としてより高い技術水準や水質検査結果

の信頼性を確保し、水道利用者からの供給水の水質に対する信頼性を確保します。 

また、水質試験に関する精度管理等を定期的に実施し、分析精度の確認と向上を目指し

ます。 

さらに構成市水道部局との連携により、水源から給水栓までの水質の一元的管理を目指

します。 

実
施
内
容 

・4 年ごとに実施される水質優良試験所規範（水道 GLP）の更新審査を受検

し、更新が認定されました。 

・厚生労働省及び兵庫県が実施する外部精度管理に参加し、結果は良好と評価

されました。 

進捗状況 

○ 
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経営方針１：水源や施設の適切な管理に努めます。 

重点施策 ②阪神水道品質保証プログラムの運用 

施
策
内
容 

［２］阪神水道品質保証プログラムの運用 

（３）浄水処理技術の調査研究等による品質向上 

高度浄水システムの導入から約 2５年が経過し、今後考えられる水源水質変化への対応

に加え、オゾン処理副生成物や制御の複雑化などの課題に対応し、将来にわたって浄水水

質の維持向上を図るため、長期的な視点で、新たな浄水処理技術の開発や、既存施設の改

善・効率化及び新たな水質課題の調査・研究に取り組んでいきます。 

実
施
内
容 

・2018 年度に大阪市水道局と 10 年間にわたり共同で実施してきた次世代型

浄水処理技術の研究成果を取りまとめ、研究を終了しました。 

なお、同局との技術協力に関する連携は継続します。 

進捗状況 

○ 

工
程 

2017 2018 2019

浄水技術の開発

（大阪市との共同研究）

既存施設の改善調査

（排水処理設備、オゾン処理等）

継続実施

施設整備内容への反映の検討

新たな水質課題に関する調査
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経営方針１：水源や施設の適切な管理に努めます。 

重点施策 ③適切な施設の維持管理と更新計画の策定 

施
策
内
容 

［３］施設の健全な維持管理及びライフサイクルコスト抑制  

（１）施設の現状把握等 

阪神淡路大震災で被害を受けなかった５拡施設を対象とした耐震診断を実施します。 

また、建築施設の診断業務（建築物の劣化度調査）、管路施設の劣化度調査並びに設備

の機能診断（故障時の影響度調査）を実施し、現状把握を行った上で、その結果に基づき、

効果的かつ効率的な整備方法の検討を行います。 

実
施
内
容 

・昭和 40 年代までに築造された施設が多い事業場（大道取水場、淀川取水場、

甲東ポンプ場、西宮ポンプ場、配水池施設）の建築施設を主な対象として現況

調査を行い、結果を修繕計画（素案）に反映させました。 

・水供給継続に影響する重要設備として、水質分析計、流量計、テレメータ設

備等の計装設備の機能診断を行いました。 

進捗状況 

○ 

工
程 

2017 2018 2019

５拡施設の耐震診断

施設（建築物）の現状把握

診断結果に基づく施設整備の実施

管路の土壌調査、劣化、腐食調査を踏まえた更新優先順位の

設定や更新基準の見直し

整備方法、優先順位の整理

計装設備の機能診断 整備方法、優先順位の整理

設備の機能診断

管路の劣化、腐食度調査
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経営方針１：水源や施設の適切な管理に努めます。 

重点施策 ③適切な施設の維持管理と更新計画の策定 

施
策
内
容 

［３］施設の健全な維持管理及びライフサイクルコスト抑制  

（２）適切な維持管理と施設の延命 

予備力を効率的に活用することにより、施設の更新や修理を円滑に行い、適切な維持管

理と施設の延命化を進めていきます。 

構造物・建築物及び管路施設については、施設点検を計画的に実施することで、不具合

箇所の早期発見に努め、適切な補修等を行うことにより施設の延命化に努めます。 

設備機器については、更新・修理基準に基づき適切な更新・修理を実施するとともに、

劣化対策等の実施によりライフサイクルコストの抑制に努めます。更新・修理基準につい

ては、2018 年度に内容の見直しを行います。 

実
施
内
容 

・これまでの主要機器の更新や維持管理の実績等を基に、2018 年度に「主要

機器の更新基準及び点検整備基準」を改定しました。今後は同基準を基本とし

ながら、設備機器の取替・修理を実施します。 

・管路設備として、弁の点検補修（153 箇所）、鉄蓋の補修（9 箇所）、管

理坑・サージタンク点検の補修を行いました。 

進捗状況 

○ 

工
程 

2017 2018 2019

更新・修理基準の見直し

ライフサイクルコストの観点による適切な維持管理（劣化対策等）の検討

修理履歴等を踏まえた

更新・修理基準の見直し

施設点検の計画的な実施

施設整備計画の検討
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経営方針１：水源や施設の適切な管理に努めます。 

重点施策 ④効果的な施設の運転管理及び効率的な水運用 

施
策
内
容 

［４］効果的な施設の運転管理の検討 

（１）監視制御システムについての機能向上 

安定供給を効果的に行うため、現状の運転管理業務の検証と評価を実施した上で、浄水

処理や水運用、異常時の対応などのこれまで培ってきたノウハウを監視制御システムへ取

り入れ、運転管理業務をサポートする機能向上に努めます。 

実
施
内
容 

・次期監視制御システム構築にあたり、現システムの課題について運転管理を

担当している職員にヒアリング調査を行いました。抽出された課題は、次期シ

ステムで解消を目指します。 

進捗状況 

○ 

工
程 

2017 2018 2019

監視制御システムの更新検討
監視制御システムの更新

（機能向上）

運転管理業務の現状の検証、評価

 

 

経営方針１：水源や施設の適切な管理に努めます。 

重点施策 ④効果的な施設の運転管理及び効率的な水運用 

施
策
内
容 

［４］効果的な施設の運転管理の検討 

（２）構成市自己施設を含めた運転管理の検討 

時間帯別での適切な配水管圧の把握調整や調整池容量等の活用によるポンプの効率的

運用について、また、位置エネルギーの有効活用や供給安定性の観点から構成市自己施設

と企業団施設の効率的な配置や水運用について、構成市水道部局と協議を進めていきま

す。 

実
施
内
容 

・ポンプの効率的運用の検討に必要となるデータの収集を行いました。 進捗状況 

○ 
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経営方針２：災害時の対応能力を強化します。 

重点施策 ①施設・管路の耐震化 

施
策
内
容 

［５］構造物の耐震化、管路の耐震化 

（１）構造物・管路の耐震化及び構造物の液状化対策の実施 

構造物、管路の耐震化については、水運用や施設の停止（ダウンサイジング）等も考慮

して作成した「施設整備長期構想 2055（案）」を踏まえつつ、構成市水道部局と水運用

についての協議を行った上で、構造物や管路の耐震化を引き続き実施します。 

さらに、構造物については、必要な箇所に適切な液状化対策を行うことで、災害時のリ

スクを軽減し、安定供給の確保に努めます。 

実
施
内
容 

・淀川取水場の改修工事を行い、施設の耐震化に努めています。 

・２期淀川導水管、1 期中部配水管（西宮市への供給管路）、1 期東部配水管

（尼崎市への供給管路）の更新工事を実施し、管路の耐震化に努めています。 

進捗状況 

○ 

指
標 

指標 2017 2018 2019 2027

28.9 28.9 28.9 75

(53.9) (53.9) (53.9) (100)

28.9 28.9 － －

(53.9) (53.9) － －

42.3 42.3 42.3 75.2

(67.1) (67.1) (67.1) (100)

42.3 42.3 － －

(67.1) (67.1) － －

52.9 52.9 53.2 67.9

(84.9) (84.9) (85.3) (100)

52.9 52.9 － －

(84.9) (84.9) － －

計画 57.6 58.0 58.1 60以上

実績 57.8 58.4 － －

計画 96.6 96.7 97.9 100

実績 96.5 96.7 － －

※（　）は、阪神淡路大震災で被害を受けなかった５拡施設を含んだ数値

浄水施設の耐震化率

（％）

計画

実績

ダクタイル鋳鉄管・

鋼管率（％）

計画

実績

計画

実績

管路の耐震管率（％）

(トンネルを含む。）

ポンプ所の耐震化率

（％）

配水池の耐震化率（％）
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経営方針２：災害時の対応能力を強化します。 

重点施策 ②複合リスクを想定した最適なリスク対策の組合せ 

施
策
内
容 

［６］リスク対策 

災害リスク対策としての耐震化だけでなく、停電対策、津波対策、地盤液状化対策、浸

水対策等に取り組みますが、これらが同時に発生する複合リスクについても想定し、対策

に取り組んでいきます。 

（１）停電リスク対策の整備レベル、停電リスクを想定した設備機器の検討 

停電リスクに対応するための施設整備には多額の費用を要するため、構成市水道部局の

リスク管理や施設整備状況との整合に留意し、停電対策の整備規模や具体的な整備内容に

ついて協議を進めていきます。 

実
施
内
容 

・停電リスク対策として、燃料でも稼働できるハイブリッド型の送水ポンプを

猪名川浄水場に導入しました。 

進捗状況 

○ 

指
標 

指標 2017 2018 2019 2027

計画 9.0 15 15 15以上

実績 9.0 15.7 － －

停電時配水量確保率

（％）
 

工
程 

2017 2018 2019

構成市水道部局との協議調整

リスク対策の実施

リスク対策の規模及び

方法の検討
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経営方針２：災害時の対応能力を強化します。 

重点施策 ②複合リスクを想定した最適なリスク対策の組合せ 

施
策
内
容 

［６］リスク対策 

災害リスク対策としての耐震化だけでなく、停電対策、津波対策、地盤液状化対策、浸

水対策等に取り組みますが、これらが同時に発生する複合リスクについても想定し、対策

に取り組んでいきます。 

（２）津波や豪雨等による浸水対策 

南海トラフ巨大地震が発生した場合の津波対策として、構成市水道部局と連携し、淀川

における津波遡上の影響を受けにくい系統連絡管の整備や状況に応じた的確なソフト的

対応をとることで、影響の低減化に努めていきます。 

また、豪雨等への対策として、重要施設においては、現在公表されている想定浸水水位

に対応する浸水防止パネルを設置しており、今後もハザードマップの見直し等に適宜対応

していきます。 

実
施
内
容 

・2018 年台風第 21 号の接近に伴う高潮により、淀川取導水系統において一

時的な取水停止を余儀なくされたことを踏まえ、取水地点が異なる他事業体の

導水管との連絡施設の設置に向けた調整を行っています。 

（「［７］用水供給点の見直し」の欄を参照。） 

進捗状況 

○ 

工
程 

2017 2018 2019

ハザードマップなどの

情報を整理

津波対策としての連絡管の

検討

津波や豪雨への対応 対応策の検討

構成市水道部局等との協議調整
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経営方針２：災害時の対応能力を強化します。 

重点施策 ③施設や管路の更新に合わせた機能及び維持管理性の向上 

施
策
内
容 

［７］用水供給点の見直し 

（１）送水管からの分岐及び配水システム再整理の検討・協議 

送水管から構成市水道部局の配水管に直接繋がる分岐があり、更新工事の時などに水運

用上の制約が生じていることから、構成市水道部局と協議、検討を行い、調整池からの配

水ルートを確保すること等により、送水分岐の数を削減します。 

ポンプによる直接配水を行っているエリアについては、平常時に加え事故時等の非常時

における責任分界が曖昧になる恐れがあることから、資産保有のあり方や、運転管理及び

維持管理の形態について、管理の一体化を含む検討や課題整理を行います。 

実
施
内
容 

・企業団から各構成市へ送配水する施設について、より維持管理がしやすいよ

うに整理を行っています。 

進捗状況 

○ 

指
標 

指標 2017 2018 2019 2027

計画 5 5 5 3

実績 5 5 － －

送水管分岐の数

（箇所）
 

工
程 

2017 2018 2019

対象施設、方針の整理

加圧配水システムにおける課題整理、対応策の検討

送水管からの

分岐施設の現状整理
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経営方針２：災害時の対応能力を強化します。 

重点施策 ③施設や管路の更新に合わせた機能及び維持管理性の向上 

施
策
内
容 

［７］用水供給点の見直し 

（２）バックアップ機能の向上 

尼崎浄水場系統と猪名川浄水場系統の連絡機能の強化を図ることにより、企業団内の水

融通の柔軟性が確保され供給安定性の向上に繋がります。企業団単独の連絡管整備の他

に、近隣事業体の管路を活用した方策などについて検討し、バックアップ機能の向上を図

ります。 

また、送水量が多い重要幹線でありながら、送水経路が１系統でバックアップルートが

ない管路において、管路更新に併せた複線化や他事業体との連携を含むバックアップルー

トの確保について検討を行います。 

さらに、平常時の供給安定性を高めるため、災害時等の危機発生時において浄水処理が

停止した場合にも供給を継続していくためには調整池や配水池等の浄水貯留量を十分確

保しておく必要があります。そのため、調整池や配水池等を更新する際には、貯留量の増

強に努めます。 

実
施
内
容 

・2018 年台風第 21 号の接近に伴う高潮により、淀川取導水系統において一

時的な取水停止を余儀なくされたことを踏まえ、取水地点が異なる他事業体の

導水管との連絡施設の設置に向けた調整を行っています。 

（「［６］リスク対策」の欄を参照。） 

・甲山調整池への送水ルートを複数系統化するための検討、調整を構成市と

行っています。 

進捗状況 

○ 

工
程 

2017 2018 2019

系統連絡機能強化の検討

重要管路の複線化、バックアップルートの検討

浄水貯留量増強の検討

系統連絡対象施設及び

方針決定
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経営方針２：災害時の対応能力を強化します。 

重点施策 ④危機管理対応能力の向上 

施
策
内
容 

［８］危機管理体制の強化 

自然災害や事故時などの危機事象発生時には、職員の迅速かつ適切な初動対応が重要と

なります。そのため、定期的な訓練の実施や阪神淡路大震災の振り返り研修、危機管理対

応プログラムの適宜見直しにより、危機管理対応能力の維持向上に努めます。 

また、危機事象発生時に、最低限の業務が継続出来るよう、復旧目標期間や復旧レベル

を設定し、達成するため「事業継続計画（ＢＣＰ）」を策定し、運用するとともに、計画

を適宜見直すことにより、是正や改善に努めていきます。また、運用においては構成市水

道部局と連携を図っていきます。 

さらに、企業団施設が被災した場合の他事業体からの応援受け入れについて受援計画を

策定し、それを踏まえた上で他事業体への応援体制についても、適宜見直しを行っていき

ます。 

実
施
内
容 

・構成団体や他の大規模水道用水供給事業体との訓練、兵庫県水道災害相互応

援協定に基づく訓練を行うとともに、企業団内部での訓練も実施しました。 

・2017 年度に策定した事業継続計画（BCP）に基づき、西宮市と訓練を行

いました。 

・災害受援計画を、2018 年度に策定しました。今後、計画を運用するととも

に適宜見直しを図ります。 

進捗状況 

○ 

工
程 

2017 2018 2019

事業継続計画（BCP）の策定

受援計画の策定

事業継続計画（BCP）の運用

訓練の実施
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経営方針３：将来も供給を継続出来るよう経営基盤を強化します。 

重点施策 ①経営規模の適正化 

施
策
内
容 

［９］水需要に応じた施設整備及び分賦金水準 

（１）求められる水量調査に基づく最適な施設規模の検討 

阪神地域における水需要が減少していることから、構成市水道部局の自己水を含めた地

域全体の施設能力の最適化を図ることが出来るよう、構成市水道部局と一体となり、企業

団の施設規模について検討を進めていきます。 

猪名川浄水場Ⅱ系施設をダウンサイジングする事を踏まえた上で、構成市水道部局の求

める「供給点毎の水量」に基づき、更新時期等のタイミングにあわせて、最適な管路口径

やポンプ能力となるよう整備していきます。またそれと同時に、求められる水量を安定的

に供給するため、適切な予備力を確保しながらポンプ設備の再構築についても検討してい

きます。 

実
施
内
容 

・「構成市が企業団に求める水量への適応」と、「近隣水道事業体への新規供

給への対応」を踏まえ、企業団の施設規模について構成市と協議調整を行いま

した。その結果、施設能力については、現在の「1,289,900 ㎥/日」から

「907,400㎥/日」にまでダウンサイジングすることで、構成市と合意しまし

た。今後、浄水施設については、猪名川浄水場をダウンサイジングするととも

に、管路やポンプ等の送配水施設については、更新のタイミングで規模の適正

化を図っていきます。 

進捗状況 

○ 

指
標 

指標 2017 2018 2019 2027

計画 71.2 72.2 71.5 80.3

実績 73.1 73.4 － －

※最大稼働率については、更新に必要な予備力を考慮し80%程度が適切であると考えています。

最大稼働率（%）※

 

工
程 

2017 2018 2019

求められる水量の調査に基づく構成市水道部局との協議

（規模の決定）

最適な施設規模の検討

（管路の縮径を含む。）
整備方針整理

対象施設及び整備方針整理

供給点毎の水量に基づく

ポンプ場の整備方針の検討
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経営方針３：将来も供給を継続出来るよう経営基盤を強化します。 

重点施策 ①経営規模の適正化 

施
策
内
容 

［９］水需要に応じた施設整備及び分賦金水準 

（２）分賦金の軽減 

分賦金水準については、構成市水道部局が企業団に求める水量を定期的に把握し、水需

要を踏まえながら今後の施設整備計画等を策定するとともに、それらを賄う財源を措置

し、財政シミュレーションを行った上で検討を進めます。さらに経営改善策についても検

討・推進し、事業運営にかかる経費を圧縮すること等により、分賦金を軽減します。 

実
施
内
容 

・分賦金の軽減規模について、構成市と協議、調整を行いました。 進捗状況 

○ 

指
標 

指標 2017 2018 2019 2027

計画 178 178 178 計画的に軽減

実績 178 178 － －

分賦金水準

（億円［税抜き］）
 

工
程 

2017 2018 2019

必要水量の把握

施設整備計画の検討 施設整備計画の見直し

費用を賄う財源の検討

分賦金水準の検討
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経営方針３：将来も供給を継続出来るよう経営基盤を強化します。 

重点施策 ②財務体質の強化 

施
策
内
容 

［10］財務基盤の強化 

（１）従来の経営改善策の継続及び新たな経営改善策の検討・実施 

これまで実施してきた経営改善策を着実に実施するとともに、新たな経営改善策について

も、随時検討し実施します。 

職員計画（2016 年度～2019 年度）及び長期職員計画（2020 年度～2027 年度）に

基づき、2019 年度に 235 名、また事務の集約化・効率化等の取組に努め、2027 年度に

229 名まで職員数を削減します。 

今後、用途廃止を予定している住吉配水池に関して、隣接する公舎跡地と一体での有効活

用策等を調査・検討し、次期財政計画期間中（2020 年度～2023 年度）に有効活用（あ

るいは売却）を実施します。また、耐震改修工事が予定されている西宮ポンプ場配水池に関

しては、上部空間の有効活用策について検討を進めていきます。 

実
施
内
容 

・2018 年度の職員数は、2017 年度から３名削減し、237 名としました。職

員数 235 名の達成に向けて、組織体制等の見直しを行いました。 

・新たな経営改善策として、日吉ダム建設事業割賦負担金の一部繰上償還による

支払利息の軽減や、資金運用の見直しによる受取利息の増加等に取り組み、これ

までの経営改善策と合わせ、約４億９千万円の効果を上げることができました。 

・「若手職員による企画立案プロジェクト」を立ち上げ、新たな経営改善策等の

検討を行いました。 

進捗状況 

○ 

指
標 

指標 2017 2018 2019 2027

計画 295.1 471.5 313.7 計画的に創出

実績 333.5 487.4 － －

計画 240 237 235 229

実績 240 237 － －

経営改善効果額

（百万円）

職員数（人）

 

工
程 

2017 2018 2019

経営改善策の推進

保有地売却、有効活用 保有地有効活用策等の調査・検討

新たな経営改善策の検討

職員数の削減 235名の達成
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経営方針３：将来も供給を継続出来るよう経営基盤を強化します。 

重点施策 ②財務体質の強化 

施
策
内
容 

［10］財務基盤の強化 

（２）累積欠損金の解消 

財政計画に基づき、着実な財政運営を推進することにより、2027 年度における累積欠

損金の解消を目指します。損益収支に影響を及ぼす投資（施設整備）のための財源措置に

ついては、金利の動向や資金残額及び企業債残高等を勘案した上で、企業債借入を行うと

ともに、耐震化等交付金の確保に努めます。 

実
施
内
容 

・累積欠損金の解消に向けて、長期財政シミュレーションを実施し、構成市と

協議を行いました。 

・管路に限定して企業債借入を実施するとともに、耐震化交付金は要望額全額

を確保しました。 

進捗状況 

○ 

指
標 

指標 2017 2018 2019 2027

計画 103.1 105.4 108.3 ※

実績 111.8 113.1 － －

計画 102.9 105.7 108.2 ※

実績 111.4 113.4 － －

計画 102.8 105.7 108.2 ※

実績 111.5 113.9 － －

計画 88.8 83.0 74.7 0.0

実績 68 54.8 － －

計画 7.0 6.4 5.9 ※

実績 6.9 6.2 － －

計画 46.5 46.5 41.9 ※

実績 45.0 46.0 － －

計画 30.6 28.9 27.3 ※

実績 30.6 28.9 － －

計画 297.7 274.8 250.0 ※

実績 289.6 263.9 － －

※ 分賦金収入と関連して変動するため未設定

経常収支比率（％）

営業収支比率（％）

給水収益に対する企業債残高の割合

（％）

給水収益に対する建設改良のための

企業債償還元金の割合（％）

給水収益に対する減価

償却費の割合（％）

給水収益に対する企業

債利息の割合（％）

累積欠損金比率（％）

総収支比率（％）

 

工
程 

2017 2018 2019

財政計画に基づく着実な財政運営

資金需要を考慮した適正な財源措置のあり方の検討
財源措置の確定

次期財政計画へ反映

耐震化等交付金の確保

次期財政計画の策定
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経営方針３：将来も供給を継続出来るよう経営基盤を強化します。 

重点施策 ②財務体質の強化 

施
策
内
容 

［11］分賦金制度の見直し 

（１）適正な内部留保資金の確保 

物価や金利の急激な変動に対応するためには、一定額の資金を内部留保しておく必要が

あります。 

2013 年度から 2014 年度にかけて電力料金が高騰（動力費［年額］約 20 億円⇒約

27 億円）した実績等を踏まえ、企業団が持続的に経営を行うために確保すべき内部留保

資金を 30 億円と設定し、分賦金水準と併せてシミュレーションを行い、適正な内部留保

資金を確保します。 

実
施
内
容 

・経営改善策の推進、電力料金の値下げ等により、内部留保資金を確保するこ

とができました。 

進捗状況 

○ 

指
標 

指標 2017 2018 2019 2027

計画 適正額の確保 継続して確保

実績 69億円 94億円 － －
保有資金量（億円）

 

工
程 

2017 2018 2019

適正な内部留保資金に関するシミュレーション

分賦金水準のシミュレーション

次期財政計画への反映内容の

整理、確定
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経営方針３：将来も供給を継続出来るよう経営基盤を強化します。 

重点施策 ②財務体質の強化 

施
策
内
容 

［11］分賦金制度の見直し 

（２）分賦金制度見直し案の整理及び具体化 

一部事務組合である企業団の経費を構成市水道部局が割合に応じて負担するという考

えに基づく現行の分賦金制度は、単一の単価（分賦割合）と水量（分賦基本水量）で算定

した額を負担する制度であり、分賦基本水量の全量が責任水量であるため、全量を受水し

ない場合でも、決められた分賦金を負担することになっています。 

企業団の経費の大半は固定的経費ですが、水量によって変動する動力費や浄化費といっ

た変動的経費部分を明確化し、実績給水量が反映出来る制度への見直しについて検討しま

す。 

また今後、水量の見直しを行う場合に、構成市水道部局間で公平性が確保される制度に

関しても検討を行います。 

実
施
内
容 

・変動費と固定費を明確化した「二部制」の導入に向けて構成市と協議、調整

を行い、変動費部分の対象経費や制度内容について合意しました。 

進捗状況 

○ 

工
程 

2017 2018 2019

分賦金制度見直しの

方向性の整理

分賦金制度見直し内容の確定、

次期財政計画へ反映
分賦金制度見直し案の整理
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経営方針３：将来も供給を継続出来るよう経営基盤を強化します。 

重点施策 ③的確な執行体制の構築 

施
策
内
容 

［12］持続的な事業運営のための運営体制の構築 

（１）持続的な事業運営体制の構築 

職員計画（2016 年度～2019 年度）及び長期職員計画（2020 年度～2027 年度）

に基づく計画的な職員採用により、職員の年齢構成の偏りについて是正を図り、継続的な

人材確保に努めます。また、職員育成方針に掲げる施策の運用により、職員一人一人の能

力を高め、適材適所の配置等を行うことにより人材活用を図ります。 

執行体制について、状況に応じて検証、評価を行い、効率的な体制の構築に努めます。 

実
施
内
容 

・職員計画に基づき、７名を採用しました。 

・人材の確保等に関する問題へ的確に対応するため、2031 年度までの基本方

針・重点的アクションを定めました。 

・採用試験の見直し、採用説明会の充実等の取組により、採用試験応募者数が

大幅に増加し、その中から必要な人材を確保することができました。 

（採用試験応募者数 2017 年度 30 名→2018 年度 99 名） 

進捗状況 

○ 
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経営方針３：将来も供給を継続出来るよう経営基盤を強化します。 

重点施策 ③的確な執行体制の構築 

施
策
内
容 

［12］持続的な事業運営のための運営体制の構築 

（２）業務の効率化、高度化 

「業務改善」については、今後３年間の間に、①すぐに出来るもの、②例規・要綱等の

改正を必要とするもの、③システム改修を必要とするもの、の三段階で実施します。 

「執行体制の見直し」については、現在のプロパー中心から、再任用職員、任期付職員、

人材派遣、外部委託（総務事務センターを含む。）等への移行のあり方について、中長期

的な観点から検討を行い、「今後の業務改善の実施状況とその効果」、「今後の新規採用

の状況」及び「公務員の定年制度見直しの動向」等を踏まえ、段階的に見直しを実施して

いきます。 

実
施
内
容 

・業務標準化業務委託結果に基づき、手当支給事務等の見直し、庶務担当者能

力強化研修の実施、人材派遣の活用等、様々な業務の標準化に取り組みました。 

進捗状況 

○ 

工
程 

2017 2018 2019

業務改善内容の整理

業務執行体制の見直しの
あり方検討 例規、要綱等の改正（随時）

システム改修の検討
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経営方針３：将来も供給を継続出来るよう経営基盤を強化します。 

重点施策 ③的確な執行体制の構築 

施
策
内
容 

［12］持続的な事業運営のための運営体制の構築 

（３）職員満足度の向上 

現行の「職員による業務改善提案制度」の見直しを行い、職員個々の意見をより一層業

務に反映出来るような仕組みを構築します。また、職員個々が最適なパフォーマンスを発

揮出来るよう企業団内における広報の検討及び充実を図ります。 

実
施
内
容 

・業務改善制度の見直し案について、改革推進委員会の意見を踏まえて、修正

案を調整しており、2019 年度での新制度の施行、運用開始を目指します。 

・企業団グループウェアのサイトについて、活用方法の検討を行いました。 

進捗状況 

○ 

工
程 

2017 2018 2019

業務改善提案 新制度施行

内部広報の検討
内部広報の実施

（適宜見直し）

新制度（案）の整理
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経営方針３：将来も供給を継続出来るよう経営基盤を強化します。 

重点施策 ④経営資源の有効活用 

施
策
内
容 

［13］供給能力の有効活用 

（１）既存施設を活用した施策の検討・実施 

ダウンサイジングをする猪名川浄水場Ⅱ系施設の有効活用を目的として、工業用水道事

業との連携方策（工業用水道事業の浄水施設として猪名川浄水場を利用する案）について、

関係者間で締結した協定に基づき検討・協議を進めます。供給開始までのスケジュールや、

施設整備、運営形態、費用負担等を踏まえた具体的な検討を進め、上水道事業と工業用水

道事業の双方でメリットを享受出来る形での実現を目指します。 

また、ダウンサイジングの対象となる施設や管路について、水道以外のライフライン等

に寄与する方策も含めた有効活用の可能性について、調査を行います。 

調査により活用可能性が高いものについて検討を行い、順次具体化を図ります。 

実
施
内
容 

・ダウンサイジングをする猪名川浄水場の有効活用を目的として、「供用開始

（2031 年度）までのスケジュール」、「法的課題の整理」、「施設の所有形

態及び維持管理、責任分界点」、「施設配置」等について検討を行いました。 

上水道事業・工業用水道事業のそれぞれにとってメリットが生じる形で実現

できるよう、検討を進めていきます。 

進捗状況 

○ 

工
程 

2017 2018 2019

活用可能対象施設のダウンサイ

ジング決定後、再検討

工業用水道事業との

連携方策検討に向けた

合意形成(協定締結)

計画への反映内容の検討

施設整備、費用、スキーム等の案の関係者間での協議

活用可能対象施設の抽出及び

活用可能性の調査
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経営方針３：将来も供給を継続出来るよう経営基盤を強化します。 

重点施策 ④経営資源の有効活用 

施
策
内
容 

［13］供給能力の有効活用 

（２）近隣水道事業体への新規供給の検討 

構成市水道部局における水需要の減少が今後も見込まれるなか、確保している水源（水

利権）や浄水施設等を有効的に活用するとともに、近隣水道事業体を含めたエリアの安定

した水供給・水道事業経営を持続するため、企業団からの新規供給の可能性等について検

討を進めます。 

近隣水道事業体の状況（現状及びビジョン、計画等）や意向を把握した上で、新規供給

の実現が可能となるよう、詳細検討や関係機関との協議を積極的に行います。 

実
施
内
容 

・近隣水道事業体との情報交換の場を積極的に設けて情報共有を行い、連携方

策を検討し提案していくよう努めました。このような取組を行うなかで、企業

団からの新規供給の有効性等を検討・協議していきます。 

（「［16］広域連携の推進」の欄を参照。） 

進捗状況 

○ 
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経営方針３：将来も供給を継続出来るよう経営基盤を強化します。 

重点施策 ④経営資源の有効活用 

施
策
内
容 

［14］技術力の有効活用 

（１）技術交流、技術支援 

国内においては、他の水道事業体や大学等の研究機関との間で、新技術に関する調査研

究等を積極的に行い、技術研鑽を図ります。兵庫県水道事業のあり方懇話会での議論も踏

まえ、支援を必要とする水道事業体に対し、大規模水道事業体として可能な技術支援を実

施するとともに、（公財）兵庫県まちづくり技術センターへ職員を派遣し、兵庫県内にお

ける技術支援体制の構築に協力します。 

また、ＪＩＣＡ等が実施する国際支援事業等において、研修生の受け入れを行うなど、

新興国等における水・インフラ整備等のための技術交流・技術支援に努めます。2017 年

度に、（一財）神戸すまいまちづくり公社等との間で締結した覚書に基づき、国際貢献及

び水・インフラ事業の海外展開を目指す地元企業等の支援活動も行います。 

さらに、国際会議等へ参加することにより、新技術等に関する情報の受発信を積極的に

実施します。 

実
施
内
容 

・（公財）兵庫県まちづくり技術センターへ職員（１名）を派遣しました。 

・国際協力機構（JICA）が実施する国際支援事業等における研修生の受け入

れを行いました。 

・「神戸市水道局」、「（一財）神戸すまいまちづくり公社」、「（一財）神

戸市水道サービス公社」との間で締結した『国際貢献及び水・インフラ事業の

海外展開を目指す地元企業等の支援に関する覚書』に基づいて、地元企業が展

開を目指す新興国の水道事業者等による企業団施設の視察を受け入れました。 

・国際会議（IWA 世界会議）において研究発表、情報収集等を行いました。 

進捗状況 

○ 
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経営方針４：阪神地域の水道のより良い姿を追求していきます。 

重点施策 ①構成市水道部局との連携強化 

施
策
内
容 

［15］地域一体となった視点での事業のあり方の検討 

（１）阪神地域の水供給の最適化研究会の継続 

構成市水道部局の水道事業と企業団の水道用水供給事業を一体として捉え、「効率的・

効果的な施設配置とその運用」、「安定的持続可能な事業経営のあり方」等について、2016

年度に構成市水道部局と企業団の間で設定した『阪神地域の水供給の最適化研究会』にお

いて、適宜、テーマを設定して研究を行っていきます。 

また、研究した内容を、それぞれの事業における施策に反映していきます。 

実
施
内
容 

・「阪神地域における将来的な水供給システムの再構築に関する検討」をテー

マとして、地域における水供給システムの再構築に関するアイデア出しを行い

ました。今後、重点的に検討すべきアイデアを絞り込んだ上で、施設配置やコ

スト等に関して、具体的・物理的な検討等を実施していきます。 

進捗状況 

○ 

工
程 

2017 2018 2019

水源から給水栓までを

一つのシステムと捉えた

視点での技術的な検討

具体的なテーマを設定した研究の実施

構成市水道部局との連絡施設の検討
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経営方針４：阪神地域の水道のより良い姿を追求していきます。 

重点施策 ①構成市水道部局との連携強化 

施
策
内
容 

［15］地域一体となった視点での事業のあり方の検討 

（２）構成市水道部局との連携強化 

研究発表会及び災害訓練の共同実施など、現状の枠組みで可能な人的・技術的交流に関

する方策の推進に努めます。また、相互の人材確保、育成を目的とした人事交流について

も継続的に提案していくよう努めます。 

企業団と構成市水道部局とで連携した水道事業の広報・ＰＲ活動を実施します。 

実
施
内
容 

・構成市水道部局とは、効率的な事業運営を行うため、水運用における調整や

関連工事の施工等に関して連携して取り組むとともに、定期的な会議、研修等

の開催や人事交流により、ソフト面での連携も進めました。 

・尼崎浄水場特別開放イベントの実施に加え、構成市水道部局（神戸市水道局、

尼崎市公営企業局水道部）の広報イベントへの参加や、神戸市水道サービス公

社と連携した広報活動を実施しました。 

進捗状況 

○ 

工
程 

2017 2018 2019

研修等の共同開催

阪神地域の水道事業の広報、PR活動の検討
構成市水道部局と連携した

広報活動の実施

人事交流
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経営方針４：阪神地域の水道のより良い姿を追求していきます。 

重点施策 ②近隣水道事業体等との情報共有及び連携強化 

施
策
内
容 

［16］広域連携の推進 

（１）情報共有及び連携方策の検討 

近隣水道事業体とのハード面での連携強化を図るためには、それぞれの現状や課題、今

後の計画内容等を相互に把握する必要があります。 

情報交換を行う場を企業団で積極的に設定して情報共有に努め、ハード面における連携

方策を検討し、企業団から提案していくよう努めます。 

また、阪神地域において同じ用水供給事業を担っている兵庫県企業庁水道課との間にお

いて、有する共通の課題や協同して推進していくべき事項について情報交換を行うため、

実務者間で実施してきている情報交換会を継続します。 

実
施
内
容 

・阪神地域において同じ用水供給事業を担っている兵庫県企業庁との間におい

て、『兵庫県企業庁と阪神水道企業団との連携協力に関する協定』を締結しま

した。同協定に基づいて、相互の施設についての情報共有や、それぞれが主催

する研修会への相互参加等を行いました。 

・また、近隣水道事業体との情報交換の場を積極的に設けて情報共有を行い、

連携方策を検討し提案していくよう努めました。 

（「［13］供給能力の有効活用」の欄を参照。） 

進捗状況 

○ 
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経営方針４：阪神地域の水道のより良い姿を追求していきます。 

重点施策 ②近隣水道事業体等との情報共有及び連携強化 

施
策
内
容 

［16］広域連携の推進 

（２）人材交流、技術交流 

研究発表会及び災害訓練の共同実施など、現状の枠組みで可能な方策の推進に努めま

す。 

また、相互の人材確保、育成を目的とした人事交流についても、継続的に提案していき

ます。 

実
施
内
容 

・厚生労働省、神戸市水道局、大阪広域水道企業団、神奈川県内広域水道企業

団への派遣を継続し、新たに、（公財）兵庫県まちづくり技術センターへの派

遣を開始しました。 

また、次年度（2019 年度）から、新たに総務省への派遣を行うことを決定

しました。 

進捗状況 

○ 

工
程 

2017 2018 2019

研究発表会、災害訓練等の共同実施

人事交流の検討
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経営方針４：阪神地域の水道のより良い姿を追求していきます。 

重点施策 ③公民連携の推進 

施
策
内
容 

［17］民間事業者との連携強化 

（１）民間事業者への情報発信及び新たな連携方策の検討・実施 

民間事業者との連携強化を図るためには、まずは、企業団がこれまで取り組んできた連

携方策及び今後の姿勢について情報発信する必要があると考えています。 

公民連携に関する企業団の考え方や推進手順等を明確に定めた「公民連携ガイドライン

（仮称）」を策定し、民間事業者から積極的に提案を受けるためのプラットフォームを構

築します。 

2015 年度に実施した公民連携に関する調査結果を踏まえ、考えられる方策について導

入可能性を検討し、効果を見込むことが出来るものについて、順次、具体化を図ります。 

実
施
内
容 

・公民連携によって企業団が推進していく事項や、民間事業者等から公民連携

の提案があった場合の対応手順を定めた「公民連携ガイドライン（仮称）」を

策定中で、成案後、企業団ホームページで公表した上で、民間事業者等との連

携強化を推進していきます。 

進捗状況 

○ 

工
程 

2017 2018 2019

策定及び公表

可能性検討（施策整理）

公民連携ガイドライン（仮称）案の整理

想定シミュレーション、

検討対象施策の抽出
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経営方針４：阪神地域の水道のより良い姿を追求していきます。 

重点施策 ④環境・エネルギー対策 

施
策
内
容 

［18］環境配慮への取組 

今後も引き続き良好な水資源を確保するためには、水循環の健全性を意識し、環境への負

荷を抑制するよう環境対策を積極的に実施することが重要です。そのため、これまでの取組

に引き続き、浄水発生土の有効利用、省エネルギー化等の環境負荷抑制の推進を図るため、

環境配慮への取組等を情報発信するとともに、施設更新に併せて省エネ機器の導入に努めま

す。 

実
施
内
容 

・企業団のエネルギー消費量、温室効果ガス排出量、環境負荷低減への取組につ

いて、毎年度、企業団ホームページで公表しています。 

・浄水発生土の全量を、セメント副原料、グラウンド用土、園芸用土原料、農地

埋戻し用土として有効利用しました。 

・猪名川浄水場Ⅲ系のオゾン処理設備の更新において、より少ない電力量で高濃

度のオゾンを発生させることが出来る新技術を採用し、省エネルギー等を図るこ

とにしました。 

進捗状況 

○ 

指
標 

指標 2017 2018 2019 2027

計画 100 100 100 100

実績 100 100 － －

計画 0.63 0.63 0.63
現行水準の維持

（取組継続）

実績 0.63 0.63 － －

配水量1㎥当たり

電力使用量

（kWh／㎥）

浄水発生土の

有効利用率（％）

 

工
程 

2017 2018 2019

省エネ機器（ポンプ設備、オゾン処理設備）の検討、導入

環境配慮への取組等の情報発信

施設更新に併せた省エネ機器

の導入の検討
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経営方針４：阪神地域の水道のより良い姿を追求していきます。 

重点施策 ⑤情報の収集及び発信 

施
策
内
容 

［19］積極的な情報の受・発信 

構成市水道部局だけでなく、構成市の水道利用者全てに対して情報の受・発信を行うた

め、これまでの広報・ＰＲ活動を継続しつつ、今後の広報活動の指針として、その目的及

び方法等を定めた「広報戦略（仮称）」を 2019 年度までに策定し、企業団の「見える化」

を図ります。 

また、構成市水道部局と協力し、エリアの水道事業を一体として考えた視点での現状や

課題、今後の方向性等を「見える」形で発信していきます。 

さらに、企業・教育・研究機関との間においても積極的な情報の受発信に努めます。 

実
施
内
容 

・広報戦略の策定に向けて、他団体への調査を実施しました。 進捗状況 

○ 
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４ 水道事業ガイドラインに基づく業務指標（PI） 

「水道事業ガイドライン」は、水道事業の多岐にわたる業務を定量化し、評価する

ため、業務指標（PI）によって数値化し、水道サービス水準の向上などを図ることを

目的として、2005年（平成17年）１月に日本水道協会が制定※１したものです。 

企業団では、業務指標全119項目のうち、水道用水供給事業として適用可能と考

えられる82項目※２について算定しています。 

このうち、当企業団水道用水供給ビジョンにおいて関連する32項目を、ビジョン

の項目ごとに抽出しました。 

 

 

 

【安心】 

 水源水質 

番号 業務指標の項目 2014 2015 2016 2017 2018

A301 水源の水質事故件数（件） 1 1 1 1 1

 

（Ａ301 水源の水質事故件数） 

・算式：年間水源水質事故件数 

・定義：年間の水源の突発的水質異常（油、化学物質の流出など）による水質事故件数 

○ 1年間に給水停止あるいは制限、取水停止、取水制限又は特殊薬品（粉末活性

炭等）の使用のいずれかの対応措置を行った件数です。内容は、2014～2017

年度（平成26～29年度）は油の流出が原因で、粉末活性炭の投入を行ったた

めであり、2018年度（平成30年度）は台風の影響により取水口への海水混入

が発生し、一時的に取水停止措置を行いました。 

 

 施設（構造物） 

番号 業務指標の項目 2014 2015 2016 2017 2018

B602 浄水施設の耐震化率（％） 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9

B603 ポンプ所の耐震化率（％） 21.7 21.7 21.7 42.3 42.3

B604 配水池の耐震化率（％） 46.8 47.6 47.6 52.9 52.9

 

※１ 水道事業ガイドラインは、2016年（平成28年）３月に改正されました。本レポートでは、改正後のガイド

ラインによりＰＩを算定しています。 

※２ 82項目全てのＰＩについては、資料編②（P67～P72）をご覧ください。 
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（Ｂ602 浄水施設の耐震化率） 

・算式：（耐震対策の施されている浄水施設能力÷全浄水施設能力）×100 

・定義：浄水施設のうち、高度な耐震化がなされている施設能力の全浄水施設能力に対する割合。 

○ 2010年度（平成22年度）に尼崎浄水場Ⅱ期施設が完成して以降、指標値は変

わっていません。 

（Ｂ603 ポンプ所の耐震化率） 

・算式：（耐震対策の施されたポンプ所能力÷耐震化対象ポンプ所能力）×100 

・定義：ポンプ施設（重要度がランクＡ）のうち、高度な耐震化がなされている施設能力の耐震化対象ポンプ所能 

力に対する割合。 

○ 2017年度（平成29年度）に甲東ポンプ場の一部施設及び西宮ポンプ場を更新

したことにより、指標値は上昇しています。 

（Ｂ604 配水池の耐震化率） 

・算式：（耐震対策の施された配水池有効容量÷配水池等有効容量）×100 

・定義：配水池（重要度がランクＡ）のうち、高度な耐震化がなされている施設有効容量の全配水池等有効容量に 

対する割合。 

○ 2017年度（平成29年度）に猪名川浄水場の調整池（Ⅰ系）の浄水池が完成し

たことにより、指標値は上昇しています。 

 

 施設（管路） 

番号 業務指標の項目 2014 2015 2016 2017 2018

B503
法定耐用年数超過管路率
（％）

32.1 28.9 29.0 28.8 28.4

B204
管路の事故割合
（件/100 km）

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B206
鉄製管路の事故割合
（件/100 km）

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B207
非鉄製管路の事故割合
（件/100 km）

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B504 管路の更新率（％） 0.48 3.23 0.00 0.41 0.24

B605 管路の耐震管率（％） 61.3 64.7 64.8 65.0 65.7

B401
ダクタイル鋳鉄管・鋼管率
（％）

93.8 96.4 96.4 96.5 96.7
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（Ｂ503 法定耐用年数超過管路率） 

・算式：（法定耐用年数を超えている管路延長÷管路延長）×100 

・定義：法定耐用年数（40 年）を超えた管路延長の総延長に対する割合 

○ 更新工事等の実施により指標値は減少しています。 

（Ｂ204 管路の事故割合） 

・算式：管路の事故件数÷（管路延長÷100） 

・定義：管路の年間事故件数の管路延長 100km に対する事故件数 

○ 毎年１、２件の割合で発生していましたが、2013年度（平成25年度）以降、

事故は発生していません。 

（Ｂ206 鉄製管路の事故割合） 

・算式：鉄製管路の事故件数÷（鉄製管路延長÷100） 

・定義：鉄製管路の年間事故件数の鉄製管路延長 100km に対する事故件数 

○ 毎年１、２件の割合で発生していましたが、2013年度（平成25年度）以降、

事故は発生していません。 

（Ｂ207 非鉄製管路の事故割合） 

・算式：非鉄製管路の事故件数÷（非鉄製管路延長÷100） 

・定義：非鉄製管路の年間事故件数の非鉄製管路延長 100km に対する事故件数 

○ 毎年数件の割合で発生していましたが、2012年度（平成24年度）以降、事故

は発生していません。 

（Ｂ504 管路の更新率） 

・算式：（更新された管路延長÷管路延長）×100 

・定義：年間で更新した管路延長の総延長に対する割合 

○ 耐用年数を考慮すると１％～２％が適正値と考えられますが、更新（整備）費

用や水運用の面で難しく、指標値は年度によって変動しています。 

（Ｂ605 管路の耐震化率） 

・算式：（耐震管延長÷管路延長）×100 

・定義：管路のうち耐震性のある材質と継手（管の接続部）により構成された管路延長の総延長に対する割合 

○ 計画的な更新事業の実施により指標値は逓増しています。 

（Ｂ401 ダクタイル鋳鉄管・鋼管率） 

・算式：［（ダクタイル鋳鉄管延長＋鋼管延長）］÷管路延長×100 

・定義：鉄製の水道管であるダクタイル鋳鉄管と鋼管の延長の水道管総延長に対する割合 

○ 計画的な管路の更新（ダクタイル鋳鉄管への布設替え）を行っているため、指

標値は逓増しています。 

 



 54 

 

 施設（設備） 

番号 業務指標の項目 2014 2015 2016 2017 2018

B502
法定耐用年数超過設備率
（％）

58.7 76.1 77.0 75.9 77.1

 

（Ｂ502 法定耐用年数超過設備率） 

・算式：（法定耐用年数を超えている機械･電気･計装設備などの合計数÷機械･電気･計装設備などの合計数）×100 

・定義：法定の耐用年数を超えた機械・電気・計装設備数の機械・電気・計装設備機器の総数に対する割合 

○ 浄水場やポンプ場で稼働している設備機器のうち、法定耐用年数を経過した機

器の割合を示す指数です。第５期拡張事業により整備した設備が、法定耐用年

数を迎えており、経年化が進行しています。 

 

 バックアップ能力 

番号 業務指標の項目 2014 2015 2016 2017 2018

B113 配水池貯留能力（日） 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

B608 停電時配水量確保率（％） 9.0 9.0 9.0 9.0 15.7

 

（B113 配水池貯留能力） 

・算式：配水池有効容量÷一日平均配水量 

・定義：水道水をためておく配水池の有効容量が平均配水量の何日分あるかを示す。 

○ 給水に対する安定性、事故などへの対応性を示す指標です。 

2007年度（平成19年度）に甲山調整池が完成して以降、指標値は変わってい

ません。 

（B608 停電時配水量確保率） 

・算式：（全施設停電時に確保できる配水能力÷一日平均配水量）×100 

・定義：全施設が停電した場合に確保できる配水能力の一日平均配水量に対する割合 

○ 災害時・広域停電時における危機対応性を表す指標です。 

供給量に対する非常用電源が脆弱なため、低い水準で推移しているが、2018

年度（平成30年度）はハイブリッドポンプ1台に更新されたことにより上昇し

ています。 
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【持続】 

 財政 

番号 業務指標の項目 2014 2015 2016 2017 2018

C114 供給単価（円/m3） 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0

C115 給水原価（円/m3） 60.4 59.9 56.6 55.8 54.7

C101 営業収支比率（％） 106.2 108.7 110.9 111.8 113.1

C102 経常収支比率（％） 103.8 104.5 110.0 111.4 113.4

C104 累積欠損金比率（％） 100.5 86.5 79.6 68.0 54.8

C109
給水収益に対する企業債利
息の割合（％）

9.0 8.3 7.6 6.9 6.2

C110
給水収益に対する減価償却
費の割合（％）

51.0 49.5 48.6 45.0 46.0

C111
給水収益に対する建設改良
のための企業債償還元金の
割合（％）

35.1 33.5 32.2 30.6 28.9

C112
給水収益に対する企業債残
高の割合（％）

379.5 346.2 318.1 289.6 263.9

 

（C114 供給単価） 

・算式：給水収益÷年間有収水量 

・定義：有収水量（分賦基本水量）1ｍ3当たりについて、どれだけの収益を得ているかを示す。 

○ 2001年（平成13年）４月に料金改定（55.27円→61.96円）を行いました

が、それ以降改定は行っていません。 

（C115 給水原価） 

・算式：［経常費用－（受託工事費＋材料及び不要品売却原価＋附帯事業費＋長期前受金戻入）］÷年間有収水量 

・定義：有収水量1ｍ3当たりについて、どれだけ費用がかかっているかを示す。 

○ 企業債等の繰上償還の実施を始めとする経営改善策の推進による効果から、指

標値は低下しています。 
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（C101 営業収支比率） 

・算式：［（営業収益－受託工事収益）÷（営業費用－受託工事費）］×100 

・定義：営業収益の営業費用に対する割合 

○ 営業収支は黒字を維持しており、100％を上回って推移しています。 

（C102 経常収支比率） 

・算式：［（営業収益＋営業外収益）÷（営業費用＋営業外費用）］×100 

・定義：経常収益の経常費用に対する割合 

○ 経常収支も黒字を維持しており、100％を上回って推移しています。 

（C104 累積欠損金比率） 

・算式：［累積欠損金÷（営業収益－受託工事収益）］×100 

・定義：累積欠損金の営業収益（受託工事収益を除く）に対する割合 

○ 経営改善策等に取り組んだ結果、累積欠損金が減少し、指標値は徐々に改善し

ています。 

（C109 給水収益に対する企業債利息の割合） 

・算式：（企業債利息÷給水収益）×100 

・定義：企業債利息の給水収益に対する割合 

○ 高金利企業債の繰上償還や借換による企業債利息の軽減に努めた結果、指標値

は低下しています。 

（C110 給水収益に対する減価償却費の割合） 

・算式：（減価償却費÷給水収益）×100 

・定義：減価償却費の給水収益に対する割合 

○ 2002年度（平成14年度）以降新たな施設の稼働がないこともあり、指標値は

ほぼ横ばいで推移していましたが、2014年度（平成26年度）は、地方公営企

業会計制度見直しにより減価償却費が増加したため、指標値が上昇しています。 

（C111 給水収益に対する建設改良のための企業債償還元金の割合） 

・算式：（建設改良のための企業債償還元金÷給水収益）×100 

・定義：建設改良のための企業債償還元金（借換債を除く。）の給水収益に対する割合 

○ 2015年度（平成27年度）以降は前年度に償還を満了した企業債が多くあった

ため指標値が改善しています。 

（C112 給水収益に対する企業債残高の割合） 

・算式：（企業債残高÷給水収益）×100 

・定義：企業債残高の給水収益に対する割合 

○ 企業債償還の進捗、企業債借入の抑制及び繰上償還の実施により、年々企業債

残高は減少しており、それに伴い指標値も低下しています。 



 57 

 

 組織・人事 

番号 業務指標の項目 2014 2015 2016 2017 2018

C108
給水収益に対する職員給与
費の割合（％）

11.8 11.7 12.1 12.1 11.1

C202 外部研修時間（時間/人） 14.8 13.3 14.0 13.2 10.9

C203 内部研修時間（時間/人） 6.5 7.3 11.7 11.5 21.1

 

（C108 給水収益に対する職員給与費の割合） 

・算式：（職員給与費÷給水収益）×100 

・定義：職員給与費の給水収益に対する割合 

○ 給水収益は一定であり、職員数の削減等を実施しているものの、職員の年齢構

成の要因もあり、指標値はおおむね横ばい傾向にあります。 

（C202 外部研修時間） 

・算式：（職員が外部研修を受けた時間×受講人数）÷全職員数 

・定義：職員一人当たりの外部研修の受講時間 

○ 「職員育成方針」及び「研修基本方針」の策定に伴い、外部研修制度を活用し

た職員の育成への取組により、外部研修受講時間は増加傾向にあります。 

（C203 内部研修時間） 

・算式：（職員が内部研修を受けた時間×受講人数）÷全職員数 

・定義：職員一人当たりの内部研修の受講時間 

○ 企業団内部で独自に「新人研修」、「管理職研修」、「日常業務や技術紹介等を説

明する内部研修」及び「作業連絡会」等を実施しています。2016年度（平成

28年度）以降は、各事業所における勉強会等の増加に伴い指標値が増加してい

ます。2018年度（平成30年度）は、技術職員を対象とした技術継承セミナー

の実施及び内部研修の実施方法、内容等のブラッシュアップを行ったことが参

加者増の要因となり、指標値が上昇しています。
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 情報発信 

番号 業務指標の項目 2014 2015 2016 2017 2018

C403
水道施設見学者割合
（人／1,000人）

2.7 2.8 2.1 2.3 2.0

 

（C403 水道施設見学者割合） 

・算式：見学者数÷（現在給水人口÷1,000） 

・定義：給水人口1,000人当たりの水道施設見学者数 

○ 小中学校や一般市民等の施設見学の受入れを行うとともに、尼崎浄水場特別開

放イベントを毎年実施しています。 

 

 

【環境】 

 エネルギー利用 

番号 業務指標の項目 2014 2015 2016 2017 2018

B301
配水量1m3 当たり電力消
費量（kWh/m3）

0.63 0.62 0.63 0.63 0.63

B304
再生可能エネルギー利用率
（％）

0.020 0.020 0.015 0.013 0.013

 

（B301 配水量１ｍ3当たり電力消費量） 

・算式：電力使用量の合計÷年間配水量 

・定義：1ｍ3の水を送水するのに要した電力消費量 

○ 供給区域が比較的平坦な地形にあることや、危機管理の観点から高所にポンプ

圧送をしており、電力消費量の多くはポンプ運転によるものです。 

指標値は、ほぼ同水準で推移しています。 

（B304 再生可能エネルギー利用率） 

・算式：（再生可能エネルギー設備の電力使用量÷電力使用量の合計）×100 

・定義：全施設の電力使用量に対する再生可能エネルギーの利用の割合 

○ 企業団では、尼崎浄水場に太陽光発電及び風力発電、甲山調整池に太陽光発電

を導入しています。発電量は、天候の影響により若干増減します。 
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 資源の有効利用 

番号 業務指標の項目 2014 2015 2016 2017 2018

B305
浄水発生土の有効利用率
（％）

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

（B305 浄水発生土の有効利用） 

・算式：（有効利用土量÷浄水発生土量）×100 

・定義：浄水発生土量に対する有効利用土量の割合 

○ 浄水処理過程で発生した土は、グラウンド用土や園芸用土原料等に全量有効利

用しています。 

 

【国際】 

 国際貢献 

番号 業務指標の項目 2014 2015 2016 2017 2018

C206
国際協力派遣者数
（人・日）

6 0 10 0 0

C207
国際協力受入者数
（人・日）

10 10 29 36 26

 

（C206 国際協力派遣者数） 

・算式：Σ（国際協力派遣者数×滞在日数） 

・定義：国際協力のために海外に派遣された人数とその滞在日数の積であり、国際協力への関与の度合いを表す。 

○ 海外派遣については継続的に実施する方針ではありませんが、2014年度（平

成26年度）と2016年度（平成28年度）にミャンマー国に職員を派遣してい

ます。 

（C207 国際協力受入者数） 

・算式：Σ（国際協力受入者数×滞在日数） 

・定義：受け入れた海外の水道関係者の人数と滞在日数の積であり、国際協力への関与の度合いを表す。 

○ 国際協力機構（JICA）が実施する研修の受入れを継続的に実施しており、2016

年度（平成28年度）から新たな JICA（水道サービス公社が窓口）の受入れも

開始したことにより増加傾向にあります。 
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水道事業ガイドラインに基づく業務指標（ＰＩ）の類似団体との比較 

資料編① 
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業務指標（ＰＩ）の類似団体との比較 
 

主な業務指標における阪神水道企業団（以下「阪神水道」という。）と類似団体との

比較は下表のとおりです。なお、比較する類似団体は、用水供給事業を行う都道府県営

及び企業団営の事業体のうち、供給能力が100万m3／日以上を有する埼玉県企業局（以

下「埼玉」という。）、愛知県企業庁（以下「愛知」という。）、神奈川県内広域水道企業

団（以下「神奈川広域」という。）及び大阪広域水道企業団（以下「大阪広域」という。）

とし、各事業体がホームページ等で公表している2017年度（平成29年度）までの値

を使用しています。 

 
（注釈） 

１ 「水道事業ガイドライン」（日本水道協会）で定められている業務指標（ＰＩ）のうち、主に

「健全な事業経営（財務）」に関連する指標を用いて比較しました。 

 

２ 類似団体の供給能力（いずれも2017年度決算時点）は以下のとおりです。 

  埼玉県          2,665,000 m3／日 

  愛知県                    1,785,700 m3／日 

  神奈川広域        2,652,400 m3／日 

  大阪広域         2,330,000 m3／日 

 

 

Ｃ１01 営業収支比率               （単位 ％） 

 

   

阪神水道 114.8 106.2 108.7 110.9 111.8

埼玉 122.4 109.5 108.9 107.7 108.0

愛知 130.3 118.1 116.9 118.2 114.7

神奈川広域 124.3 111.2 112.8 102.3 103.1

大阪広域 133.0 120.0 120.3 124.7 126.0  
 

 

［（営業収益－受託工事収益）÷（営業費用－受託工事費）］×100 

 

営業収益の営業費用に対する割合を示しています。 

収益的収支において最終的に黒字を計上するためには、この値は100％を一定程度上

回っている必要があります。 

 

2014年度（平成26年度）の地方公営企業会計制度の見直しに伴い、減価償却費が増

加したため、数値が低下しましたが、指標値は100%を上回って推移しており、収益性は

確保されています。類似団体の中では平均的な水準となっています。 
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Ｃ１0２ 経常収支比率                （単位 ％） 

 

    

阪神水道 103.1 103.8 104.5 110.0 111.4

埼玉 107.3 110.2 110.3 109.7 110.5

愛知 117.3 109.3 109.0 111.1 109.2

神奈川広域 107.2 108.6 110.2 102.4 104.2

大阪広域 118.1 116.2 117.4 121.9 123.4  
 

 

［（営業収益＋営業外収益）÷（営業費用＋営業外費用）］×100 

 経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示しています。この値は100％

以上であることが望ましいとされています。 

 

企業債等の繰上償還による支払利息の削減や保有地の有効活用等の経営改善に努めた

結果、指標値は上昇傾向にあり100％を上回って推移しています。類似団体の中では平

均的な水準となっています。 

 

Ｃ１0３ 総収支比率                 （単位 ％） 

 
阪神水道 101.6 95.7 113.2 107.4 111.5

埼玉 109.9 111.3 111.6 110.5 110.6

愛知 117.3 71.2 109.0 111.3 109.3

神奈川広域 107.4 106.4 110.1 102.4 104.2

大阪広域 117.4 115.3 117.5 121.8 119.9  
 

 

（総収益÷総費用）×100 

 

総費用が総収益によってどの程度賄われているかを示しています。この値は100％以上

であることが望ましいとされています。 

 

2014年度（平成26年度）は、地方公営企業会計制度の見直しに伴い退職給付引当金

繰入額を特別損失に計上したため、指標値は100％を下回っていますが、その他の年度で

は100％を上回っています。類似団体の中では平均的な水準となっています。 
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Ｃ１0４ 累積欠損金比率                （単位 ％） 

 
阪神水道 107.6 100.5 86.5 79.6 68.0

埼玉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

愛知 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

神奈川広域 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0

大阪広域 85.5 51.4 35.0 15.8 0.0  
 

 

［累積欠損金 ÷（営業収益－受託工事収益）］×100 

 

営業収益（受託工事収益を除く）に対する累積欠損金の割合を示しています。累積欠損

金とは、営業活動の結果生じた欠損金が当該年度で処理できずに、複数年度にわたって累

積したものです。この値は０％であることが望ましいとされています。 

 

2011年度（平成23年度）の水源開発事業からの撤退に伴う特別損失計上により、累

積欠損金が大幅に増加したため類似団体の中では高い水準となっていますが、企業債等の

繰上償還による支払利息の削減や保有地の有効活用等の経営改善に努めた結果、2012年

度（平成24年度）以降は収支が改善傾向にあるため、指標値は減少に転じています。 

Ｃ１0８ 給水収益に対する職員給与費の割合       （単位 ％） 

 
阪神水道 12.1 11.8 11.7 12.1 12.1

埼玉 5.0 5.1 6.0 6.2 5.5

愛知 7.7 6.7 6.7 6.8 6.8

神奈川広域 7.0 7.2 6.5 7.4 7.4

大阪広域 6.4 7.3 7.3 7.2 7.2  
 

 

（職員給与費÷給水収益）×100 

 

給水収益に対する職員給与費の割合を示すもので、水道事業の収益性を表す指標の一つ

です。この値は低い方が良いとされていますが、供給単価や職員の年齢構成等に影響を受

けることに留意が必要です。 

 

類似団体の中では高い水準にあります。給水収益（供給単価・給水量）が低いことや職

員の年齢構成の影響が要因と考えられますが、職員数を削減するなど改善に取り組んでい

ます。 
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Ｃ１0９ 給水収益に対する企業債利息の割合       （単位 ％） 

 
阪神水道 9.7 9.0 8.3 7.6 6.9

埼玉 8.1 7.4 6.7 6.2 5.5

愛知 9.6 11.3 10.4 3.6 3.3

神奈川広域 13.8 12.5 11.1 10.5 9.0

大阪広域 8.3 8.1 7.5 6.9 6.2  
 

 

（企業債利息÷給水収益）×100 

 給水収益に対する企業債利息の割合を示すもので、水道事業の効率性及び財務安全性を

表す指標の一つです。この値は低い方が望ましいと言えます。 

 高金利企業債の繰上償還や借換による企業債利息の削減に努めた結果、指標値は年々低

下しています。類似団体の中ではやや高い水準となっています。 

Ｃ１１０ 給水収益に対する減価償却費の割合      （単位 ％） 

 
阪神水道 44.7 51.0 49.5 48.6 45.0

埼玉 46.2 55.3 54.8 54.7 54.7

愛知 41.9 44.5 44.2 55.7 57.0

神奈川広域 40.1 49.4 49.0 54.4 54.5

大阪広域 36.3 42.6 41.5 42.0 38.8  
 

 

（減価償却費÷給水収益）×100 

 

給水収益に対する減価償却費の割合を示すもので、水道事業の収益性を表す指標の一つ

です。事業経営の安定性の観点から、この値は年度間の格差が小さい方が望ましいとされ

ています。 

 

2014年度（平成26年度）は、地方公営企業会計制度の見直しにより減価償却費が増

加したため、指標値が上昇しましたが、近年、新たな大規模施設の稼働がないこともあり、

指標値に大きな増減はなく、ほぼ横ばいで推移しています。類似団体の中では平均的な水

準となっています。 
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Ｃ１11 給水収益に対する建設改良のための企業債償還元金の割合 （単位 ％） 

 
阪神水道 34.8 35.1 33.5 32.2 30.6

埼玉 31.0 29.0 27.4 27.7 26.5

愛知 26.4 27.8 27.6 27.5 27.3

神奈川広域 46.2 45.6 44.6 47.0 45.8

大阪広域 23.3 25.3 35.3 33.0 31.6  
 

 

（建設改良のための企業債償還元金÷給水収益）×100 

 

給水収益に対する建設改良のための企業債償還元金の割合を示すもので、建設改良のた

めの企業債償還元金が経営に与える影響を表す指標の一つです。「C109 給水収益に対

する企業債利息の割合」と併せて分析することで、企業債が資金収支に及ぼす影響を把握

することができます。 

 指標値は、償還完了による企業債償還元金の減により、減少傾向にあります。類似団体

の中では平均的な水準となっています。 

Ｃ１1２ 給水収益に対する企業債残高の割合      （単位 ％） 

 
阪神水道 405.0 379.5 346.2 318.1 289.6

埼玉 366.4 353.5 347.5 342.4 338.8

愛知 248.8 241.6 241.3 241.3 232.3

神奈川広域 449.9 415.6 382.4 379.7 338.9

大阪広域 377.9 374.6 360.4 353.2 336.8  
 

 

（企業債残高÷給水収益）×100 

 

給水収益に対する企業債残高の割合を示すもので、企業債残高が規模及び経営に及ぼす

影響を表す指標の一つです。企業債残高は少ない方が好ましいですが、起債によって世代

間の負担の公平化を行い、長期的な視点に立った経営を行うという点では、一定程度、企

業債残高があるのはやむを得ないといえます。 

 企業債償還の進捗、企業債借入の抑制及び繰上償還の実施により企業債残高が減少して

いるため、指標値は年々低下しています。類似団体の中ではやや低い水準となっています。 

解
説 

分
析 

算
式 

解
説 

分
析 

算
式 
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Ｃ１14 供給単価                  （円／ｍ３） 

  
阪神水道 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0

埼玉 61.8 61.8 61.8 61.8 61.8

愛知 69.2 69.9 69.5 68.9 68.1

神奈川広域 72.5 79.7 82.8 79.7 76.9

大阪広域 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0  
 

 

給水収益÷年間有収水量 

 

有収水量（年間の料金徴収の対象となった水量）１m3当たりどれだけの収益を得てい

るかを表す指標の一つです。供給単価は、低額である方が望ましいですが、「C115 給

水原価」との関係を見る必要があり、供給単価が著しく給水原価を下回るのは好ましくな

いといえます。 

 2001年度（平成13年度）以降、料金改定を行っていないため、横ばいで推移してい

ます。類似団体の中では低い水準となっています。 

Ｃ１1５ 給水原価                  （円／ｍ３） 

   
阪神水道 61.1 60.4 59.9 56.6 55.8

埼玉 59.0 56.6 56.5 56.7 56.2

愛知 59.8 64.0 63.8 61.8 62.4

神奈川広域 68.5 81.8 74.9 78.1 74.0

大阪広域 63.9 64.2 63.4 60.9 60.3  
 

 ［経常費用 －（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋長期前受金戻入）］

÷年間有収水量 

 

有収水量１m3当たりどれだけの費用（経常費用）がかかっているかを表す指標の一つ

です。給水原価は、低額である方が望ましいですが、水源や原水水質などの違いにより、

供給のための経費に大きな差があるため、給水原価の水準だけでは、経営の優劣を判断す

ることは難しいとされています。 

 

企業債等の繰上償還の実施を始めとする経営改善策の推進による効果から、指標値は

50円台にまで低下しており、2013年度（平成25年度）以降、供給単価を下回っていま

す。類似団体の中では低い水準となっています。 

解
説 

分
析 

算
式 

解
説 

分
析 

算
式 
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水道事業ガイドラインに基づく業務指標（ＰＩ）の算定結果 

資料編② 
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水道事業ガイドラインに基づく業務指標（ＰＩ）の算定結果 
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【Ｂ　安定した水の供給】

　運営管理

１）施設管理

番号 業務指標の項目 指標の定義（算式） 指標の解説 単位 2014 2015 2016 2017 2018

B104 施設利用率 (一日平均配水量/施設能力)×100

・施設能力に対する一日平均配水量の割合
を示すものであり、水道施設の効率性を表
す。
・施設更新や事故に対応できる一定の余裕
は必要である。

（％） 58.0 58.2 58.0 58.1 58.2

B105 最大稼働率 (一日最大配水量/施設能力)×100

・施設能力に対する一日最大配水量の割合
を示すものであり、水道施設の効率性を表
す。
・最大稼働率に一定の余裕がないと円滑な
更新事業を行えない。

（％） 64.8 66.3 63.7 63.9 64.2

B106 負荷率 (一日平均配水量/一日最大配水量)×100
一日最大配水量に対する一日平均配水量の
割合を示すものであり、水道施設の効率性
を表す。

（％） 89.6 87.8 91.0 90.9 90.6

B108 管路点検率 (点検した管路延長 / 管路延長) × 100
管路延長に対する１年間で点検した管路延
長の割合を示すものであり、管路の健全性
確保に対する取組状況を表す。

（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

B109 バルブ点検率
(点検したバルブ数 / バルブ設置数) ×
100

バルブ設置数に対する１年間に点検したバ
ルブ数の割合を示すものであり、管路の健
全性確保に対する取組状況を表す。

（％） 5.5 6.4 13.2 9.3 10.7

B111 有効率 (年間有効水量 / 年間配水量) × 100

年間配水量に対する年間有効水量（有収・
無収を問わず水道事業に有効に使用された
水量）の割合を示すものであり、水道事業
の経営効率性を表す。

（％） 105.5 105.3 105.7 104.8 104.6

B112 有収率 (年間有収水量/年間配水量)×100

年間配水量に対する年間有収水量（料金徴
収の対象となった水量）の割合を示すもの
であり、水道施設を通して供給される水量
がどの程度収益につながっているかを表
す。

（％） 105.5 105.3 105.0 104.8 104.6

B113 配水池貯留能力 配水池有効容量/一日平均配水量
一日平均配水量に対する配水池有効容量の
割合を示すものであり、給水に対する安定
性・事故などへの対応性を表す。

（日） 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

B117 設備点検実施率
(点検機器数⁄ 機械･電気･計装機器の合計数)
× 100

機械・電気・計装機器の合計数に対する点
検機器数の割合を示すものであり、設備の
健全性確保に対する取組状況・管理の適正
度を表す。

（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

２）事故災害対策

番号 業務指標の項目 指標の定義（算式） 指標の解説 単位 2014 2015 2016 2017 2018

B201 浄水場事故割合  10年間の浄水場停止事故件数 / 浄水場数
直近10年間に浄水場が事故で停止した件数
を一浄水場当たりの割合を示すものであ
り、施設の信頼性を表す。

（件/10 年･箇所） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B204 管路の事故割合 管路の事故件数 /( 管路延長/100)
１年間における管路の事故件数を延長
100km当たりの件数に換算したものであ
り、管路の健全性を表す。

（件/100 km） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B205 基幹管路の事故割合 基幹管路の事故件数/(基幹管路延長/100)
１年間における基幹管路の事故件数を延長
100km当たりの件数に換算したものであ
り、基幹管路の健全性を表す。

（件/100 km） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B206 鉄製管路の事故割合 鉄製管路の事故件数 / (鉄製管路延長/100)
１年間における鉄製管路の事故件数を延長
100km当たりの件数に換算したものであ
り、鉄製管路の健全性を表す。

（件/100 km） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B207 非鉄製管路の事故割合
非鉄製管路の事故件数 / (非鉄製管路延長
/100)

１年間における非鉄製管路の事故件数を延
長100km当たりの件数に換算したもので
あり、非鉄製管路の健全性を表す。

（件/100 km） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B210 災害対策訓練実施回数 年間の災害対策訓練実施回数
１年間に災害対策訓練を実施した回数を示
すものであり、災害に対する危機管理の取
組状況を表す。

（回／年） 12 12 31 19 14

３）環境対策

番号 業務指標の項目 指標の定義（算式） 指標の解説 単位 2014 2015 2016 2017 2018

B301 配水量1m3 当たり電力消費量 電力使用量の合計 / 年間配水量

・配水量1㎥当たりの電力消費量を示すもの
であり、省エネルギー対策への取組状況を
表す。
・電力使用量は、地域特性（取水場所、地
形など）の影響を受ける。

（kWh/m3） 0.63 0.62 0.63 0.63 0.63

B302 配水量1m3 当たり消費エネルギー エネルギー消費量 / 年間配水量

・配水量1㎥当たりの消費エネルギーを示す
ものであり、省エネルギー対策への取組状
況を表す。
・消費エネルギーは、地域特性（取水場
所、地形など）の影響を受ける。

（MJ/m3） 6.21 6.08 6.15 6.12 6.15

B303
配水量1m3 当たり二酸化炭素（CO2）排

出量

[二酸化炭素（CO2）排出量 / 年間配水量]

× 106

・配水量1㎥当たりの総二酸化炭素
（CO2）排出量を示すものであり、環境保
全への取組状況を表す。

（g・CO2/m3） 333 332 323 322 278

B304 再生可能エネルギー利用率
(再生可能エネルギー設備の電力使用量 / 全
施設の電力使用量) × 100

全施設の電力使用量に対する再生可能エネ
ルギーの利用の割合を示すものであり、環
境負荷低減に対する取組状況を表す。

（％） 0.020 0.020 0.015 0.013 0.013

B305 浄水発生土の有効利用率 (有効利用土量 / 浄水発生土量) × 100
浄水発生土に対する有効利用土量の割合を
示すものであり、環境保全への取組状況を
表す。

（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

B306 建設副産物のリサイクル率
(リサイクルされた建設副産物量 / 建設副産
物発生量) × 100

工事などで発生する建設副産物（建設発生
土、アスファルト・コンクリート塊など）
のうち、リサイクルされた建設副産物の割
合を示すものであり、環境保全への取組状
況を表す。

（％） 28.1 99.7 92.8 98.4 100.0

 



70 

 

【Ｂ　安定した水の供給】

　施設整備

４）施設管理

番号 業務指標の項目 指標の定義（算式） 指標の解説 単位 2014 2015 2016 2017 2018

B401 ダクタイル鋳鉄管・鋼管率
[(ダクタイル鋳鉄管延長 ＋ 鋼管延長) / 管
路延長] × 100

全管路延長に対するダクタイル鋳鉄管と鋼
管の割合を示すものであり、管路の素材強
度に着目した指標である。

（％） 93.8 96.4 96.4 96.5 96.7

B402 管路の新設率 (新設管路延長/管路延長)×100

管路延長に対する１年間に新設した管路延
長の割合を示すものであり、管路整備の状
況を表す。
・管路整備が完了している等の場合は、小
さい値になる。

（％） 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00

５）施設更新

番号 業務指標の項目 指標の定義（算式） 指標の解説 単位 2014 2015 2016 2017 2018

B501 法定耐用年数超過浄水施設率
(法定耐用年数を超えている浄水施設能力/
全浄水施設能力)×100

全浄水施設能力に対する法定耐用年数を超
過した浄水施設の浄水能力の割合を示すも
のであり、施設の老朽化度・更新の状況を
表す。

（％） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B502 法定耐用年数超過設備率

(法定耐用年数を超えている機械・電気・計
装設備などの合計数⁄
機械・電気・計装設備などの合計数) ×
100

水道施設に設置されている機械・電気・計
装設備の機器合計数に対する法定耐用年数
を超えている機器数の割合を示すものであ
り、機器の老朽度・更新の状況を表す。

（％） 58.7 76.1 77.0 75.9 77.1

B503 法定耐用年数超過管路率
(法定耐用年数を超えている管路延長/管路
延長)×100

管路延長に対する法定耐用年数を超えてい
る管路の割合を示すものであり、管路の老
朽化度・更新の状況を表す。

（％） 32.1 28.9 29.0 28.8 28.4

B504 管路の更新率 (更新された管路延長/管路延長)×100
管路延長に対する更新された管路延長の割
合を示すものであり、管路更新の状況を表
す。

（％） 0.48 3.23 0.00 0.41 0.24

B505 管路の更生率 (更生された管路延長/管路延長)×100
管路延長に対する更生を行った管路の割合
を示すものであり、管路維持の状況を表
す。

（％） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

６）事故災害対策

番号 業務指標の項目 指標の定義（算式） 指標の解説 単位 2014 2015 2016 2017 2018

B602 浄水施設の耐震化率
(耐震対策の施された浄水施設能力/全浄水
施設能力)×100

全浄水施設能力に対する耐震対策が施され
ている浄水施設能力の割合を示すものであ
り、地震災害に対する浄水処理機能の信頼
性・安全性を表す。

（％） 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9

B603 ポンプ所の耐震化率
(耐震対策の施されてたポンプ所能力/耐震
化対象ポンプ所能力)×100

耐震化対象ポンプ所能力（重要度がランク
Ａのもの）に対する耐震対策が施されてい
るポンプ所能力の割合を示すものであり、
地震災害に対するポンプ施設の信頼性・安
全性を表す。

（％） 21.7 21.7 21.7 42.3 42.3

B604 配水池の耐震化率
(耐震対策の施された配水池有効容量/配水
池等有効容量)×100

全配水池容量に対する耐震対策が施されて
いる配水池の容量の割合を示すものであ
り、地震災害に対する配水池の信頼性・安
全性を表す。

（％） 46.8 47.6 47.6 52.9 52.9

B605 管路の耐震管率 (耐震管延長/管路延長)×100
管路延長に対する耐震管の延長の割合を示
すものであり、地震災害に対する管路の安
全性、信頼性を表す。

（％） 61.3 64.7 64.8 65.0 65.7

B606 基幹管路の耐震管率
(基幹管路のうち耐震管延長/基幹管路延長)
×100

基幹管路の延長に対する耐震管の延長の割
合を示すものであり、地震災害に対する基
幹管路の安全性、信頼性を表す。

（％） 61.3 64.7 64.8 65.0 65.7

B606-2 基幹管路の耐震適合率
(基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長
/基幹管路延長)×100

基幹管路の延長に対する耐震適合性のある
管路（耐震管、良い地盤に布設されたダク
タイル鋳鉄管など）の延長の割合を示すも
のであり、Ｂ６０６（基幹管路の耐震管
率）を補足する指標である。

（％） 65.9 69.2 69.2 69.5 67.6

B608 停電時配水量確保率
(全施設停電時に確保できる配水能力/一日
平均配水量)×100

一日平均配水量に変更に対する全施設が停
電した場合に確保できる配水能力の割合を
示すものであり、災害時・広域停電時にお
ける対応性を表す。

（％） 9.0 9.0 9.0 9.0 15.7

B609 薬品備蓄日数
(平均凝集剤貯蔵量/凝集剤一日平均使用量)
又は(平均塩素剤貯蔵量/塩素剤一日平均使
用量)のうち、小さい方の値

・浄水場で使う薬品（凝集剤・塩素剤）の
平均貯蔵量に対する一日平均使用量の割合
を示すものであり、災害に対する危機対応
性を表す。
・薬品は長期の保存により劣化するため、
適切な保存期間とする必要がある（凝集剤
３０日以上、塩素剤１０日以上）。

（日） 16.4 18.7 12.3 11.7 10.3

B610 燃料備蓄日数 平均燃料貯蔵量/一日燃料使用量
停電時においても自家発電設備で浄水場の
稼働を継続できる日数を示すものであり、
災害時の対応性を表す。

（日） 0.4 0.3 0.7 0.7 0.7
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【Ｃ　健全な事業経営】

　財務

１）健全経営

番号 業務指標の項目 指標の定義（算式） 指標の解説 単位 2014 2015 2016 2017 2018

C101 営業収支比率
 [(営業収益− 受託工事収益) ⁄ (営業費用−
受託工事費) ]× 100

営業収益の営業費用に対する割合を示すも
のであり、水道事業の収益性を表す。

（％） 106.2 108.7 110.9 111.8 113.1

C102 経常収支比率
[(営業収益＋営業外収益)/(営業費用＋営業
外費用)]×100

経常費用が経常収益によってどの程度賄わ
れているかを示すものであり、水道事業の
収益性を表す。

（％） 103.8 104.5 110.0 111.4 113.4

C103 総収支比率 (総収益/総費用)×100
総費用が総収益によってどの程度賄われて
いるかを示すものであり、水道事業の収益
性を表す。

（％） 95.7 113.2 107.4 111.5 113.9

C104 累積欠損金比率
[累積欠損金/(営業収益－受託工事収益)]×
100

営業収益（受託工事収益を除く）に対する
累積欠損金の割合を示すものであり、水道
事業経営の健全性を表す。

（％） 100.5 86.5 79.6 68.0 54.8

C105 繰入金比率（収益的収入分） (損益勘定繰入金/収益的収入)×100
収益的収入に対する損益勘定繰入金の依存
度を示すものであり、事業の経営状況を表
す。

（％） 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2

C106 繰入金比率（資本的収入分） (資本勘定繰入金/資本的収入計)×100
資本的収入に対する資本勘定繰入金の依存
度をを示すものであり、事業の経営状況を
表す。

（％） 40.0 83.1 83.8 73.3 32.4

C107 職員一人当たり給水収益 給水収益/損益勘定所属職員数
職員（損益勘定）一人当たりの給水収益を
示すものであり、給水収益を基準とした事
業にの生産性を表す。

（千円/人） 77,640 78,193 78,225 78,225 82,209

C108 給水収益に対する職員給与費の割合 (職員給与費/給水収益)×100
給水収益に対する職員給与費の割合を示す
ものであり、事業の収益性を表す。

（％） 11.8 11.7 12.1 12.1 11.1

C109 給水収益に対する企業債利息の割合 (企業債利息/給水収益)×100
給水収益に対する企業債利息の割合を示す
ものであり、事業の効率性・財務安全性を
表す。

（％） 9.0 8.3 7.6 6.9 6.2

C110 給水収益に対する減価償却費の割合 (減価償却費/給水収益)×100
給水収益に対する減価償却費の割合を示す
ものであり、事業の収益性を表す。

（％） 51.0 49.5 48.6 45.0 46.0

C111
給水収益に対する建設改良のための企業債
償還元金の割合

(建設改良のための企業債償還元金/給水収
益)×100

給水収益に対する建設改良のための企業債
償還元金の割合を示すものであり、当該償
還元金が経営に及ぼす影響を表す。

（％） 35.1 33.5 32.2 30.6 28.9

C112 給水収益に対する企業債残高の割合 (企業債残高/給水収益)×100
給水収益に対する企業債残高の割合を示す
ものであり、企業債残高が経営に及ぼす影
響を表す。

（％） 379.5 346.2 318.1 289.6 263.9

C113 料金回収率 (供給単価/給水原価)×100
給水原価に対する供給単価の割合を示すも
のであり、水道事業の経営状況の健全性を
表す。

（％） 102.6 103.4 109.4 111.0 113.2

C114 供給単価 給水収益/年間有収水量

有収水量（料金徴収の対象となった水量）
1㎥当たりの給水収益の割合を示すものであ
り、水道事業でどれだけの収益を得ている
かを表す。

（円/m3） 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0

C115 給水原価
[経常費用− (受託工事費+ 材料及び不要品売
却原価+ 附帯事業費+ 長期前受金戻入)]  ⁄
年間有収水量

有収水量（料金徴収の対象となった水量）
1㎥当たりの経常費用（受託工事費等を除
く）の割合を示すものであり、水道事業で
どれだけの費用がかかっているがを表す。

（円/m3） 60.4 59.9 56.6 55.8 54.7

C118 流動比率 (流動資産/流動負債)×100
流動負債に対する流動資産の割合を示すも
のであり、財務の安全性を表す。

（％） 104.7 124.6 111.3 122.0 156.9

C119 自己資本構成比率
[(資本金+剰余金+評価差額等+繰延収益)/ 負
債・資本合計  ]× 100

総資本（負債及び資本）に対する自己資本
の割合を示すものであり、財務の健全性を
表す。

（％） 57.3 60.7 62.1 64.9 67.2

C120 固定比率
 [固定資産/(資本金+剰余金+評価差額+繰延
収益)]× 100

自己資本に対する固定資産の割合を示すも
のであり、財務の安定性を示表す。

（％） 161.7 153.5 149.6 144.1 137.0

C121 企業債償還元金対減価償却費比率
[(建設改良のための企業債償還元金）/（当
年度減価償却費-長期前受金戻入)]×100

当年度減価償却費に対する企業債償還元金
の割合を示しており、投下資本の回収と再
投資とのバランスを表す。

（％） 80.0 78.9 77.7 80.2 73.3

C122 固定資産回転率
(営業収益－受託工事収益)/[(期首固定資産
＋期末固定資産)/2]

固定資産に対する営業収益にの割合を示す
ものであり、１年間に固定資産の何倍の収
益があったかを表す。

（回） 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12

C123 固定資産使用効率 年間配水量/有形固定資産
有形固定資産に対する年間総配水量の割合
を示すものであり、施設の使用効率を表
す。

（m3/万円） 19.3 19.9 20.2 20.7 21.4

C124 職員一人当たり有収水量 年間総有収水量 / 損益勘定所属職員数
1年間における職員（損益勘定）一人当た
りの有収水量を示すものであり、事業の効
率性を表す。

（m3/人） 1,253,000 1,262,000 1,263,000 1,263,000 1,327,000
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【Ｃ　健全な事業経営】

　組織人材

２）人材育成

番号 業務指標の項目 指標の定義（算式） 指標の解説 単位 2014 2015 2016 2017 2018

C201 水道技術に関する資格取得度
職員が取得している水道技術に関する資格
数 / 全職員数

職員が取得している水道技術に関する資格
数の全職員に対する割合を示すものであ
り、専門知識を有する水道技術者の確保・
育成を行う上での一つの目安となる。

（件/人） 3.04 3.07 3.43 3.43 3.92

C202 外部研修時間
(職員が外部研修を受けた時間×受講人数) /
全職員数

職員一人当たりの外部研修の受講時間を示
すものであり、技術継承：技術向上への取
組状況を表す。

（時間/人） 14.8 13.3 14.0 13.2 10.9

C203 内部研修時間
(職員が内部研修を受けた時間×受講人数) /
全職員数

職員一人当たりの内部研修の受講時間を示
すものであり、技術継承：技術向上への取
組状況を表す。

（時間/人） 6.5 7.3 11.7 11.5 21.1

C204 技術職員率 (技術職員数 / 全職員数) × 100
全職員数に対する技術職員の割合を示すも
のであり、技術面での維持管理体制を表
す。

（％） 69.4 70.4 72.7 72.3 72.8

C205 水道業務平均経験年数 職員の水道業務経験年数 / 全職員数
全職員の水道業務平均経験年数を示すもの
であり、人的資源としての専門技術の蓄積
の状況を表す。

（年/人） 23.7 24.2 25.4 25.8 27.1

C206 国際協力派遣者数 Σ（国際協力派遣者数 × 滞在日数)
国際協力のために海外に派遣された人数と
その滞在日数の積であり、国際協力への関
与の状況を表す。

（人・日） 6 0 10 0 0

C207 国際協力受入者数 Σ（国際協力受入者数 × 滞在日数）
受け入れた海外の水道関係者の人数と滞在
日数の積であり、国際協力への関与の状況
を表す。

（人・日） 10 10 29 36 26

３）業務委託

番号 業務指標の項目 指標の定義（算式） 指標の解説 単位 2014 2015 2016 2017 2018

C302 浄水場第三者委託率
(第三者委託した浄水場の浄水施設能力 / 全
浄水施設能力) × 100

全浄水場の浄水施設能力のうち、水道法に
基づき第三者委託している浄水場の浄水施
設能力の割合を示すものであり、第三者委
託の導入状況を表す。

（％） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

【Ｃ　健全な事業経営】

　お客さまとのコミュニケーション

４）情報提供

番号 業務指標の項目 指標の定義（算式） 指標の解説 単位 2014 2015 2016 2017 2018

C402 インターネットによる情報の提供度 ウェブページへの掲載回数
インターネット（ウェブページ）による水
道事業の情報発信回数を示すものであり、
お客さまへの事業内容の公開状況を表す。

（回） 140 116 105 106 104

C403 水道施設見学者割合 見学者数 / (現在給水人口/1,000)
給水人口に対する水道施設見学者の割合を
示すものであり、お客さまとの双方向コ
ミュニケーションの推進状況を示す。

（人/1,000 人） 2.7 2.8 2.1 2.3 2.0

５）意見収集

番号 業務指標の項目 指標の定義（算式） 指標の解説 単位 2014 2015 2016 2017 2018

C502 アンケート情報収集割合
アンケート回答人数 /  (現在給水人口
/1,000)

給水人口に対する１年間に実施したアン
ケート調査に回答した人数の割合を示すも
のであり、お客さまのニーズの収集状況を
示す。

（人/1,000 人） 0.96 1.27 0.57 0.59 0.28
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