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国の 

理念 

八尾市の 

基本方針 

中期経営計画 解説（取り組みの方向性や留意事項） 

★は、めざす姿（目標値など） 将来構想における目標 取組事項 

（大分類） 

対策 

（中分類） 

安全 信頼性の高い安心

な水道 

［目1］水質管理体制を構

築している 

［大1］水安全計画の

策定 

［中1］水安全計画を策

定・運用する 

水安全計画とは、WHO（世界保健機関）にて食品製造分野で確立されているHACCP(HazardAnalysis and Critical Control 

Point)の考え方を導入し、水源から給水栓に至る各段階で危害評価と危害管理を行い、安全な水の供給を確実にする水道システム

を構築するための計画であり、これらの計画を含め、危機管理に関する計画やマニュアルを作成します。 

★ 事業継続計画の中で、水安全計画など必要な計画、マニュアル等が網羅されていること 

［目2］水質の信頼性を確

保している 

［大2］水道品質の確

保 

［中2］信頼性の高い水

質検査を継続する 

水道水の水質基準は水道法により規定されています。本市では毎年度策定する水質検査計画に基づき、市内に供給している水の安

全性を確認する体制を引き続き確保します。 

★ 常に水質基準を満たしていること 

［中3］水道管内壁錆の

剥離等による濁りを防

止する 

水道管には、内壁の錆や内壁皮膜材が剥離することがあります。それらが原因となる水の濁りを抑えるため、濁り発生が疑われる

箇所を精査し、定期的に管の洗浄を実施します。 

★ 工事や事故以外の水濁り事象の抑制 

［目3］貯水槽水道の設

置者に対し、適切な衛

生管理を指導している 

［中4］貯水槽水道の適

正管理を充実する 

高層のビルやマンション等の建物では貯水槽水道を採用している場合が多くあります。法令上では貯水槽水道の管理責任は、その

設置者又は所有者にありますが、定期的な清掃や適正な管理について、衛生状態や水質を懸念する声も多くあります。水道水の水

質悪化の防止や災害時においての貯水槽の水の活用などを踏まえ、今後も、ホームページや市政だより等で貯水槽の設置者や所有

者に、適正管理についての啓発活動を引き続き努めていきます。 

★ 貯水槽の清掃が１年以内ごとに１回定期的に実施され安全な水質が保たれていること 

［目4］給水装置の安全

性及び給水装置工事業

者の資質を確保してい

る 

［大3］信頼性の向上 ［中5］指定給水装置工

事業者制度を適正に

運用する 

指定給水装置工事事業者制度の運用の中で、不要工事・高額請求等の悪質業者の問題を含めた給水装置工事のトラブルや水道法で

禁止されているクロスコネクション（水道管とその他の目的の管（井戸水、工業用水、冷却水など） が直接連結されているこ

と）等の発生防止に努めます。 

★ トラブル等が減少していること 

［目5］鉛製給水管の解

消を推進している 

［中6］鉛製給水管の更

新を推進する 

○ 可能な限り早期での解消が望まれることから、これまで進めてきた老朽管の更新や修繕工事に併せて解消していくといった方

法以外の長期にわたる対策についての検討及び計画を策定していく必要があります。その中では、局事業として鉛製給水管の解消

を進めるといった観点から、具体的な対策の検討も含めて考えていく必要があります。 

○ 鉛製給水管布設替えを実施した場合の効果は次のとおりです。 

（１）給水管からの鉛溶出抑制効果…鉛製給水管を布設替えすることで、給水管からの鉛溶出抑制が図られる。浄水（給水栓水）

における鉛は、給水管からの溶出が主な要因とされており、飲料水由来の鉛暴露を低減させるために必要な施策であるといえる。

（２）漏水事故の削減効果…鉛製給水管は、布設年度が古いこと等から漏水が多いことが知られている。このため、布設替えによ

り給水管が新しくなれば、漏水事故対応の経費削減及び維持管理費の削減が見込まれる。（３）給水管の耐震性の向上…布設年度

が古い給水管は、耐震性も低く、地震時に破損等の被害が生じる恐れがある。このため、布設替えにより給水管の耐震性の向上が

見込まれる。（４）有効率の向上…漏水が減ると、有効水量（水需要）が同じ量でも、漏水が減少した分だけ給水量を減らすこと

ができる。つまり使われずに無駄に造っていた・買っていた水道水を減らすことができることになり、その分、受水費用や浄・配

水に費やされていたエネルギーを削減できる。 

しかしながら、配水管から分岐して、先の給水管・給水装置はお客さまの所有物であり、水道料金から多額の費用を負担して予防

的な修繕を行う事になるため費用対効果の検証に留意が必要です。 

★ 多様な機会を通じて、更新が進んでいること 

★ 鉛製給水管残存率 １２．３％ 
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国の 

理念 

八尾市の 

基本方針 

中期経営計画 解説（取り組みの方向性や留意事項） 

★は、めざす姿（目標値など） 将来構想における目標 取組事項 

（大分類） 

対策 

（中分類） 

強靭 災害や危機管理に

強い安全な水道 

［目6］水道施設の耐震

化を計画的に実施して

いる 

［大4］水道施設耐震

化計画の策定 

［中7］施設耐震化計画

を策定・運用する 

水道施設のうち、管路以外の施設（受水・配水施設、ポンプなど）の耐震化を計画的に進めます。 

★ 水道施設の耐震化率を１００％に近づける 

・水道施設（ポンプ所）の耐震化率 ９１．７％ 

・水道施設（配水池）の耐震化率 ７０．２％ 

［中8］管路耐震化計画

を策定する 

水道施設のうち、管路の耐震化を老朽管の更新のあわせて、計画的に進めます。 

★ 水道管路の耐震化率 ２６．８％ 

［目7］リスク管理ができ

ている 

［大5］リスクの管理 ［中9］起こりうるリスクの

抽出およびその抑止を

はかる 

料金徴収の集金制から納付制（コンビニ収納含む）・口座振替制への移行、検針用ハンディターミナルの導入等による検針業務の

迅速化および各種OA 化等、サービスの品質向上と経費節減に努めていますが、お客さま情報や管路図面情報などを厳重かつ確実

に管理していかなければなりません。想定される危機事象としては、大規模災害発生時のＯＡシステムダウン、サイバーテロ攻撃

など、さまざまなリスクを想定し、対応できるよう努めます。 

★ どのような危機事象が発生しても、迅速的確に対応出来ること 

［目8］災害時・事故発生

時の応急活動体制を構

築している 

［大6］災害時の対応 ［中10］実働的な災害対

策マニュアルを策定・

充実する 

大規模な、地震災害や漏水・断水事故が発生すると、水道が止まる恐れが、浄水の供給困難に陥る場合が想定されますが、一刻も

早く水道を復旧すべく、誰が何から着手するのか、どのような任務を負うのか、平時にマニュアルを整えておき、職員各自が理解

することに努めます。 

★ 事故等が発生した場合の初動体制が充実していること 

［目9］他の水道事業者

等との連携体制を構築

している 

［中11］他の水道事業者

等との災害時の連携

についてシミュレーショ

ンする 

本市だけでは対応困難な状況下では、他の水道事業者等の援助を要することが想定されます。水道の復旧に向けて応援者と円滑に

協働できるよう、備えます。また、逆に、応援協定を結んだ相手方の要請があれば、本市が応援出向する場合も想定されますの

で、迅速かつ円滑な援助活動ができるよう備えます。 

★ 合同の訓練に参加した職員が増えていくこと 

［目10］災害発生時の給

水手段を確保している 

［中12］災害時応急給水

設備を整備する 

○ 市内各所で断水が発生している状況下で住民への応急給水を実施する拠点を整えます。緊急貯水槽とは、約 100立方メートル

の水、周辺住民の生活に必要な３日分の水を確保できる設備です。この貯水槽は水道管路と直結しており、平常時には貯水槽が水

道管路の一部となる形で常に水が流れていますが、地震や災害等の発生で管路内の水圧が低下した場合に、緊急遮断弁が作動し、

水を確保する仕組みとなっています。このため、緊急時に新鮮な水が確保できる仕組みになっています。 

○ 現在設置済みの場所は次の４ヶ所です。（１）南木の本防災公園：南木の本 3 丁目（２）亀井小学校：亀井町 1丁目（３）美

園小学校：美園町 2丁目（４）太田第一公園：太田 6 丁目。平成２７年度上之島小学校、平成２８年度は志紀小学校。平成２９

年度以降の計画については、平成２８年度にこれまでの設置箇所の機能の検証や維持管理の検討にあわせ、他の飲料水を確保する

方法との比較検討をおこない、効率のよい緊急時給水拠点の整備計画を作成し、その後の整備に反映していきます。 

★ 多様な方策で給水拠点が確保されていること 

［目11］災害時の飲用

水・生活用水確保対策

を講じている 

［中13］川・井戸水・地下

水を飲用水や生活用

水として利用する 

○ 市で行っている様々な生活用水や飲料水の確保の情報を市民にＰＲします。 

○ 大阪広域水道企業団からの受水が困難な場合、飲用水や生活用水を自力で調達する手段が必要です。災害時に様々な制約を受

けても、実行性が高い手法を検討することが重要です。このためには、市民が自ら日常の生活習慣として、水の備蓄が出来るよ

う、様々なアイデアを収集し、提案するため、市民の協力を得て、普及啓発できるしくみを整え、実践します。 

・日常家庭用水の内訳はトイレが２８％と最も多く、次いでお風呂が２４％、炊事が２３％、洗濯１７％、その他８％程度です。 

○ 膜ろ過装置は、避難場所付近のプールや河川の水を原水として、比較的容易に安全な飲料水を造ることができる装置です。こ

れらの装置が地域で、必要性を認識され、導入につながるように啓発活動をすすめます。 

★ 水の備蓄の啓発の市民協力により、啓発出来た世帯が増加していること 

★ 膜ろ過装置等の浄化手法が地域で導入されている数が増加していること  
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国の 

理念 

八尾市の 

基本方針 

中期経営計画 解説（取り組みの方向性や留意事項） 

★は、めざす姿（目標値など） 将来構想における目標 取組事項 

（大分類） 

対策 

（中分類） 

持続 健全経営を保ち続

ける水道 

［目12］中長期的な視点

に立ち、水道施設のラ

イフサイクル全体にわ

たって効率的・効果的・

体系的に資産管理運営

を実践している 

［大7］アセットマネジメ

ントの実践 

［中14］アセットマネジメ

ントを実践する  

全国の水道事業体で活用される厚生労働省の水道事業のアセットマネジメントのツールを活用することで、的確な資産管理や社会

経済状況の変化に対応した将来見込みが出来るとともに、他事業体との比較などにより、経営状況の課題や問題点を把握し、健全

経営に役立てられるよう取り組みます。 

また、結果を職員が理解するとともに、市民やお客さまに対してもわかりやすくお知らせでき、経営の課題解決の対応が迅速・的

確に出来るように努めます。 

★ シミュレーションの共通認識を持っていること 

［目13］収入減少の抑止

をはかっている 

［大8］収入の確保 ［中15］料金収納率を向

上する 

○ 水道事業の重要な財源であることを認識し、生活困窮者に配慮しながらも、水道使用の対価としての水道料金の徴収を確実に

行えるよう、委託事業者と連携し、あらゆる手法を取り入れ取り組んでいきます。 

○ 修繕工事収益は、確実に収納できるように、相手方の所在等の把握に努めます。 

★ 水道料金収納率 ９８．８％(現年度分（納期限到来日の翌年度 5月末日現在)） 

★ 修繕収益収納率 ９８．６％ （平成２６年度決算以降５月末時点） 

［中16］他の収入獲得手

段の導入を検討する 

経理に直接携わる職員だけではなく、すべての職員が財政状況を定期的に把握し、財政的課題に関する新たな提案などが積極的に

出せるしくみをつくります。 

★ 職員からの提案件数 

［中17］無効水量を縮減

する 

○ 配水される水の中には、有効に使用されなかった水量が存在します。これらは、無効水量と呼ばれ、主として管路等からの漏

水や事故により逃失した水があげられます。計画的な漏水調査を行うことで、無効水量の縮減に取り組みます。 

○ 他の事業体の有収率について、悪化の要因となる要素との相関関係を調査することにより、本市における無効水量抑制の重点

対策を検討し、その上で、費用対効果の観点から最終的な有収率の目標値を設定します。 

★ 有収率 ９５％ 

［目14］より一層の経費

節減をはかっている 

［大9］費用の抑制 ［中18］職員のコスト意

識を高める 

水道事業は、行政と異なり、水道水の供給の対価としての水道料金収入によって、事業が成り立っていることから、企業の職員と

しての認識のもと、経営情報の理解が深まり、さまざまなアイデアや提案が出て、経営の健全化につながる取り組みが進められる

ように努めます。このために全職員が財務諸表について基本的な理解ができることを目標とします。 

★ 研修参加者延べ人数、職員からの費用削減策の提案数 

［中19］人件費を節減す

る 

水道料金収入が減少する中でも、市民やお客さまに安全で美味しい水道水を安定的にお届けできることや事故・災害時においても

迅速・的確に対応できるために必要な職員体制の確保を基本としつつ、業務の見直しや外部委託、外部人材の活用などを積極的に

進めるとともに、個人の能力が最大限に発揮できる人材育成に努め、事業を継続していきます。 

★ 業務の見直し等により、５名程度の人員を削減する（水質検査の共同化、料金システムの再構築、新庁舎建設完了など） 

［中20］経常経費を節減

する 

新庁舎への移転を契機に、事務文書の抑制、迅速・的確な窓口サービス、職員の仕事のやりがいの向上による新たな知恵を創造し

ていく組織風土など仕事の仕方を変えていく取り組みを進めます。 

★ 新庁舎移転後の仕事の仕方を変える取組件数 

［目15］予防保全型維持

管理を含む適切な維持

管理により既存施設・

設備の長寿命化をはか

っている 

［大10］投資の合理化 ［中21］劣化状況を把握

する 

水道施設・水道管路の状況を的確に把握し、更新事業計画に反映できるようマッピングシステムを活用した情報の蓄積・管理・分

析を徹底できる体制を確保します。 

★ マッピングデータ入力の精度の向上 

［中22］使用年数の延伸

化をはかる 

耐用年数の延伸を図る工法の調査研究を進め、実践していきます。 

★ 新たな工法等が導入されていること 
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国の 

理念 

八尾市の 

基本方針 

中期経営計画 解説（取り組みの方向性や留意事項） 

★は、めざす姿（目標値など） 将来構想における目標 取組事項 

（大分類） 

対策 

（中分類） 

［目16］将来需要の予測

を踏まえて、整備する

施設・設備が需要に対

して過剰な性能を有す

るものとなるような投資

や、他の施設・設備で

代替可能なものについ

ての投資とならないよう

精査するとともに、優先

順位が低い事業の先送

り、取りやめを精査して

いる 

［中23］新規・更新投資

の過剰投資・重複投資

を精査し、優先順位を

付す 

水道管路の更新に際しては、基本、整備事業計画に基づき実施していきます。但し、管路の状況や社会経済の状況変化を踏まえ、

効率的・効果的な更新となるよう工事の進め方を定期的に見直していきます。 

★ 事業の優先順位の明確化と公表 

［目17］既存の施設・設

備の更新等に当たり、

将来需要の予測を踏ま

えて、性能（サイズ、耐

用年数、能力等）の合

理化、廃止・統合等に

取り組んでいる 

［中24］既存施設・設備

の性能の合理化、廃

止・統合（ダウンサイジ

ング）をはかる 

○ 現在進めている水道施設のダウンサイジングの取り組みを予定どおり進め、最終的には配水池を７箇所から４箇所に削減しま

す（２５年度に１箇所廃止済）。 

○ 将来の水需要予測を定期的かつ的確に行い、水道施設が効率的に稼働するように努めます。 

★ ダウンサイジングによる費用抑制効果の検証と明確化 

［目18］中期的な収入と

支出の均衡をはかって

いる 

［大11］経営戦略の策

定 

［中25］投資試算をとり

まとめる 

水道事業のアセットマネジメントを引き続き活用し、定期的に検証を行い、必要な投資の内容を的確に把握します。 

また、これらの情報に基づき、事業費を平準化出来るように努めます。 

★ 当初シミュレーションより、平準化が進んでいること 

［中26］財源試算をとり

まとめる 

事業に必要な財源を確実に確保し、かつ経営の負担を軽減できるよう、さまざまな手法を活用し、検証・試算に取り組みます。 

また、さまざまな検討を行い新たな収入を確保します。 

★ 財政収支計画どおりの財源が確保できていること 

［中27］投資・財政計画

の連携をはかる 

これからの水道施設の整備構想と財源の裏付け、水道事業全体にかかる財政状況を統括して投資試算と財源試算の調和と融合をは

かり、水道施設整備と財政運営の計画的かつ一体的な推進に取り組みます。 

★ 投資と財政の統括が反映された財政収支計画を策定し、運用されていること 

［目19］財政基盤の安定

化をはかっている 

［中28］多面的に財政状

況を分析する 

公営企業会計基準の見直しの効果を認識し、他水道事業体との経営指標の比較や企業会計を意識した分析手法の検討・実践に取り

組み、健全経営に活かしていきます。 

★ 全国水準より良化していること 

［中29］企業債残高水準

を適正に管理する 

水道事業の、投資事業の重要な財源である企業債については、長期的な視点での積極的な活用を考える一方で、次世代の過度な負

担にならないよう適切な取り扱いに努めます。 

★ 次世代に大幅な負担を残さない平準化された償還計画であること 

［中30］キャッシュフロ

ー・バランスを適正に

管理する 

水道事業の日々の支出のもとになる現金が不足することは、事業の継続を損なうこととなり、資金不足は絶対にあってはならない

ことであるため、常に将来を見通し、支出に備えた資金が確保できるように努めます。 

★ 支払いに必要な資金が常に確保されていること 
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対策 

（中分類） 

［中31］水道料金体系の

課題を抽出する 

水道料金は、メーター口径ごとに、定額制の基本料金と、使用量に応じた従量料金で構成しています。水道料金については、高度

成長期に水需要が急激に増加する状況下において、大口需要の抑制と低廉な生活用水の供給に資するため、施設整備費などに要す

る費用を大口需要者に負担を求める従量料金の逓増制を採用しております。しかしながら、社会環境の変化に伴い、製造業を始め

とした大口需要者の減少と人口減少社会の進展に伴い、給水原価を下回るランクの水量のお客さまが増加しております。水道事業

を取り巻く環境が大きく変化しているため、平成 27 年 2月に(公社)日本水道協会が５年ぶりに水道料金算定要領を改定し、現在

「料金改定の手引き(仮称)」の作成について検討がなされているところです。本市においても資産維持費の設定や逓増度の見直し

など様々な課題への対応方針を中期経営計画期間中に決定するとともに、他の収入についてもそれぞれに課題がないかも含めて、

課題の抽出や解決のための検討を進めてまいります。 

★ 市民が理解できる適正な水道料金等の根拠が明確になっていること 

［目20］事業の成果を向

上させる 

［大12］効率的・効果

的な事業推進 

［中32］事業評価制度を

実施する 

中期経営計画策定を契機として、ＰＤＣＡサイクルを確立し、取り組みの検証や成果を明確化するしくみを構築し、実践します。 

★ 客観的に評価出来るしくみが出来ていること 

［中33］新しい手法や技

術を研究する 

成果が見えること・向上することを目指し、他事業体の先進事例や企業のノウハウなどを日常的に収集し、研究検証できるしくみ

を整えるとともに、実践を目指します。 

★ 調査研究できるしくみができていること 

多彩な人材と柔

軟な組織が支え

る水道 

［目21］実現可能な範囲

から発展的な広域化を

推進する 

［大13］広域化への取

組み 

［中34］大阪広域水道企

業団（以下「企業団」と

いう。）との効果的な連

携をはかる 

平成２３年４月に大阪府水道部から大阪広域水道企業団（大阪市を除く４２市町村で構成される地方自治法の規定による一部事務

組合。以下「企業団」という。）が用水供給事業を引き継ぎ、それ以降、企業団を中心に水道事業の広域連携を進めてきました。

最終の目的は、「企業団による府域一水道」です。八尾市水道局としては、今後、１０年間は、単独で水道事業を経営していきま

すが、企業団の専門性や技術力などを活用した共同の取り組み（水質検査など）を積極的に進めるとともに、同じ水道事業体であ

る東部大阪９市との連携にも積極的に取り組み、効率的・効果的な経営を進めます。 

また、企業団との経営統合については、現在、統合に向けて取り組まれている四條畷市など３市町村の統合後の状況も注視し、市

民やお客さまにとってメリットとなるように研究を進めます。 

★ さまざまな広域連携が進んでいること 

［中35］企業団の情報収

集・伝達を行う 

企業団の技術力を活用して、本市の事業実施に役立てるため、技術交流や人材交流を検討します。 

★ 企業団との技術交流や人材交流が実現していること 

［目22］業務に応じて適

切に人材を確保する 

［大14］人材育成と組

織強化 

［中36］専門性のある人

材育成の手法を確立

する 

今後、ますます経営状況が厳しくなり、市民やお客さまのニーズが多様化していく状況において、様々な課題に対応するために、

計画的な人材の育成に努めます。このため、仕事に直結したより実践的な研修を行うと共に、研修における委託業者との連携や外

部専門家の活用による専門知識の向上にも取組みます。 

★ 専門家の活用や委託事業者との連携した研修の機会が増えていること 

［中37］職員の技術力、

組織力を強化する 

水道事業における工事等の技術は、市民やお客さまの安全で美味しい水を届けるために不可欠なものです。しかしながら、水需要

の減少に伴う事業規模の縮小や効率化による職員減少や経験のある職員の退職などで、技術力の低下が課題となっています。職員

の技術力、知識の向上、組織力強化のため、今後は、経験の少ない職員でも、技術や知識の取得ができる創意工夫が必要となりま

す。そのため、マニュアル化等様々な手法により、技術や知識、様々な事象への対処事例等について共有化を進めます。 

★ 技術力、知識を向上のための手法が増えていること 

地球環境にやさ

しい水道 

［目23］環境負荷の軽減

をはかる 

［大15］環境への配慮 ［中38］省エネルギー対

策を推進する 

新庁舎に導入する太陽光発電の効果を測定し、市民やお客さまに効果を公表することで、市民やお客さまが新たに再生可能エネル

ギーを導入する啓発を実施します。さらに、太陽光発電に比べて２４時間発電可能で効率的な小水力発電についても、積極的に導

入に向けて進めていきます。 

★ 光熱水費における太陽光発電による効果額 



中期経営計画の目標・取組事項・解説【安全・強靭・持続】 【資料１】 

 6 / 6 

 

国の 

理念 

八尾市の 

基本方針 

中期経営計画 解説（取り組みの方向性や留意事項） 

★は、めざす姿（目標値など） 将来構想における目標 取組事項 

（大分類） 

対策 

（中分類） 

お客さまととも

に歩む水道 

［目24］お客さまに伝える

情報を精査して優先順

位の高いものから発信

している 

［大16］戦略的広報の

実施 

［中39］広報内容に優先

順位を付す 

これからの情報発信は、成果が得られる内容とするために、①各家庭における水の備蓄の実践及び地域での水の確保、②中期経営

計画（経営状況等）の発信に優先して取り組むこととします。 

★ 計画期間の終期における調査において家庭での水の備蓄率が向上していること 

［中40］効果的な広報活

動を実施する 

日々のお客さまとの応対が大切な広報機会であると捉え、職員の説明の技量を向上させる一方、広報イベント等においては、全て

を職員が行うという従来の考え方を見直し、市民やお客さまに協力をいただくなど、新たな手法を検討・実践します。 

★ 広報活動に協力いただける市民やお客さまの数が増えていること 

［目25］水道事業経営に

関する重要事項（施設・

管路更新の必要性や

料金体系の現状・将来

見通し等）について、お

客さまに向けて十分に

説明している 

［中41］水道事業経営に

関する重要事項につい

て、お客さまの理解度

を深めるための情報提

供を行う 

水道事業会計のしくみや状況を家庭の財布などに例えて、また、他のサービス業との比較を通して、市民やお客さまにわかりやす

く伝えるとともに、水道料金の使い道や水道事業の経営状況、将来見込などの理解を深められるように努めます。 

★ 水道事業の成り立ちや経営状況を知り、料金の納入の重要性を理解する市民・お客さまが増えていくこと 

［目26］災害時の対応・

対策（応急給水拠点や

給水方法等）について、

お客さまの理解度を向

上させる 

［中42］災害時にお客さ

ま自身がどう行動すれ

ばよいのか理解しても

らえるよう情報提供す

る 

災害時を想定して水道事業が実施している各種の取り組み（応急給水拠点、耐震性緊急貯水槽など）に加えて、本市の防災所管部

署と協力し、本市の防災備蓄品（備蓄水・バルーン水槽など）も含め市民やお客さまが、確実に利用できるように、様々な機会を

通じて場所や利用の仕方などを総合的に情報発信していきます。 

★ 計画期間の終期における調査において市民やお客さまが最寄りの給水手段について知識が向上していること 

［中43］既存の啓発活動

を活用する 

出前講座の内容を、災害時に備え平時から家庭において水の備蓄がなされるよう、家庭備蓄の優位性を明らかにし、子どもたちか

ら積極的に取り組めるようなものに組み換えて実施します 

★ 出前講座を受けた子どもの割合 

［目27］水道サービスの

向上に向けた情報収

集・提供に取り組んで

いる 

［中44］効果的な情報収

集・提供の手法を検

討・採用する 

○ 日常業務の中においてお客さまニーズの把握・蓄積・情報共有のしくみをつくることや、水道事業に関する先進技術・事例を

迅速・的確に収集し、具体化のための検討が出来る制度を構築します。 

○ 各所属の（委託業務を含む）日常業務において発生する各種届出・苦情・問い合わせの内容を収集・蓄積し、統計的に分析す

ることにより使用者の潜在的な要求を明らかにしたり要求の優先順位付けを行い、効果的なサービスの向上に繋げます。 

★ 具体的な検討が行われていること 

［目28］災害時における

住民との連携体制を構

築している 

［大17］地域との連携

強化 

［中45］地域のイベント

や防災訓練を災害時

対応や戦略的広報に

活用する 

地域のイベントや防災訓練について、水道が重要な社会生活の基盤であるとの認識に基づき水道局への参加協力要請がなされるこ

とは、水の備蓄や水の確保を呼びかける啓発の貴重な機会であることから、積極的に地域に出かけ、市民やお客さまの協力を得な

がら積極的に啓発に取り組みます。 

★ イベントや防災訓練に地域からの依頼が来る啓発活動回数が増加していること  


