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中期経営目標に対する平成２１年度実績 

 
目標① 安全で安心できる水道水の確保 

（１）水質検査体制の強化 

   平成 21 年度は、例年どおり、水質検査計画を策定し、本計画に基づき水質検査を実施して

安全で安心できる水道水の供給に努めました。 
   また、平成 21 年 7 月の中国・九州北部豪雨では、過去にない濁水対応に追われましたが、

無事、給水に適する水質を確保することができました。 
   平成 19 年 12 月に完成した粉末活性炭自動注入設備による浄水処理は、お客さまからの臭

いに関する苦情件数の減少により効果が窺えます。 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H18 H19 H20 H21 年度

kg

0

1

2

3

4

5

6

7

8

件
活性炭使用量 臭いに関する苦情

 
（２）鉛製給水管の解消 

   毎年度、できる限り早期に鉛製給水管の解消ができるよう努めていますが、鉛製給水管は、

埋設状況が複雑で通常の布設替工事よりも時間を要することや特に宅地内ではお客様との調

整も必要なことから、計画どおりに進んでいないのが現状です。 
   平成 21 年度は、鉛製給水管の早期解消を図るため、新たに鉛管取替工事を実施し、平成

20 年度比 1,657 件の鉛製給水管を解消しましたが、平成 21 年度計画値には届かず、平成 22
年度目標値に対して進捗率は 65.9％となりました。 

 鉛製給水管使用戸数 戸 13,134 14,531 1,397 10,828

 鉛製給水管残存延長 ㎞ 45.1 51.5 6.4 39.5

 給水件数 件 79,052 78,922 △ 130 79,300

 鉛製給水管率 ％ 16.6 18.4 1.8 13.7

 累計進捗率 ％ 78.7 65.9 △ 12.8 100.0

増減
(実績-計画)

・・・・・・・・・・

目標年度
H22

項　目 単位
計画値

H21
実績値

H21

 



- 2 - 

（３）末端給水栓における水質管理 
   2 ヵ年で市内全域の小規模貯水槽水道の点検を行い、検査の結果、不適合箇所があった場

合、貯水槽の設置者に対して適切な管理の助言を行っています。 
   平成 21 年度の点検数と点検結果は、以下のとおりです。不適合率は、平成 20 年度比 12.5

ポイント改善しています。 
   なお、平成 21 年度から山口県と宇部市が所有している施設については、適正な管理がされ

ていることから、検査対象から除外しています。 

H21 【単位：件】

対象施設数 検査実施施設数 検査率 不適合施設数 不適合施設率

462 121 26.2% 58 47.9%  
 ＊ H21 検査実施予定数は 167 件でしたが、うち 46 件は以下の理由により点検をしていません。 

  ・直結給水への移行などにより点検する必要がなかったもの（7 件） 

  ・自主点検済みなどにより点検しなかったもの（2 件） 

  ・水道使用中止又は水道メーター撤去（11 件） 

  ・その他（26 件） 

 

 

目標② いつでも安定した水道水の供給 

（１）災害対策の充実 

   水道管路の災害対策としては、優先的に基幹管路の耐震化に努めています。耐震管は、平

成 20 年度比 11,931m の延長増となり、平成 22 年度目標値 115,000m に対して進捗率は、

79.7％となりました。 
   なお、平成 21 年度は、旧吉部中央地区簡易水道事業（以下「吉部簡水」という。）の資産

を引き継いだことから、管路総延長に吉部簡水の配水管が含まれています。 
目標年度

H22

 管路総延長 ｍ 991,508 1,035,767 44,259 1,000,000

 耐震管路延長 ｍ 98,950 98,897 △ 53 115,000

 前年度比延長 ｍ 16,048 11,931 △ 4,117 16,000

 管路の耐震化率 ％ 10.0 9.5 △ 0.4 11.5

増減
(実績-計画)

・・・・・・・・・・

項　目 単位
計画値

H21
実績値

H21

 
（２）危機管理体制の整備 

 ① 防災訓練 

   平成 21 年度は、東岐波小学校で行われた防災訓練に職員が参加しました。 
 ② 相互融通配水管の布設 

   山口市と非常時における水道水の相互融通を行うための管路整備のうち、3 路線目の工事

を行いました。 
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 ③ 危機管理計画の改訂 

   宇部市ガス水道局水道事業部危機管理計画の平成 21 年度の主な改訂は、新型インフルエン

ザに対する危機管理や情報システムの管理運営要綱の改正などです。 

改訂年月 改訂内容

 平成21年10月  機構改革に伴う差替

 簡易水道廃止に伴い簡易水道に対する危機管理を削除

 新型インフルエンザに対する危機管理を追加

 各システム管理運営要綱の改正に伴う差替

 施設名称を変更  

（３）渇水対策 

   平成 21 年度は、2 度の自主節水を実施しましたが、いずれも工業用水 30％自主節水、上

水道用水 0％自主節水で終わり、節水強化に至る渇水はありませんでした。節水期間は、以

下のとおりです。 

第一期 第二期

第一次 第一次

工業用水 30 30

上 水 道 0 0

ＥＬｍ 34.82 35.23

6/18～6/30 9/18～11/11

厚東川ダム 低貯水位

節水期間

項　目 単位

大自主
節 水 率

％

 

山口市 

宇部市 

サンリブ 

Mr.MAX 
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（４）合併に伴う浄水施設の統廃合 

   平成 20 年度末で上水道統合と簡易水道統合が完了しました。これにより、水道未普及地域

の整備に必要な水量を確保できるようになりました。そこで、平成 21 年度は、平成 23 年度

から着手予定の水道未普及地域の各戸への水道整備計画を策定するため、地元説明会を開催

しました。 
（５）水道施設の更新計画 

   水道施設更新計画は、策定方針、現状把握・分析、更新対象施設の抽出をまとめた「基本

方針編」と更新方法・費用、財源確保の考え方、年次計画をまとめた「実施計画編」の 2 編

構成で策定することとし、平成 21 年度は、基本方針編を取りまとめました。実施計画編の策

定は、平成 24 年度を目標として引き続き取り組んでいます。 
   また、独自開発した水道施設カルテシステムの改造に向け、必要な情報整理や改造方法に

ついて検討しました。 
 
目標③ 効率的な事業運営 

（１）経営の効率化 

   平成 21 年度の経営の効率化は、以下のとおりです。 
 ① 企業債残高 

年　度 単位
計画値

H21
実績値

H21
増減

(実績-計画)
目標年度

H22

 未償還残高 千円 15,770,632 15,318,399 △ 452,233 15,289,395

 前年度比額 千円 △ 456,838 △ 742,322 △ 285,484

 前年度比率 ％ △ 3.0 △ 4.6 △ 1.6

 対目標進捗率 ％ 80.3 98.8 18.5 100

・・・・・・・・・・

 
   平成 21 年度末未償還残高の進捗率は、平成 22 年度目標値 15,289,395 千円に対して 98.8％

となりました。これは、計画以上の利益積立により借入金を抑制できたこと及び企業債借換

により償還額が増えたことによります。 
 ② 事務事業の民間委託 

   平成 21 年度は、新規に民間委託した事業はありません。 
 ③ 定員管理 

   職員数は、計画どおり退職者の完全補充を行わず、前年度比 5 名減員の 125 名でした。 
   また、新規採用を 1 名減員し、市長部局から 1 名異動がありました。 

項　目 単位

職員数 125 125 0 125

再任用 (9) (10) (1) (8)

計 125 (9) 125 (10) 0 (1) 125 (8)

新規採用 2 1 △ 1 1

退　職 1 1 0 3

目標年度
H22

人

人

計画値
H21

実績値
H21

増減
(実績-計画)

・・・・・・・・・・

 

   この 5 名の職員減員により 29,729 千円の人件費を削減しました。 
   さらに、給与カットを実施し、平成 21 年度の人件費総削減額は 41,584 千円となりました。 
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計画値
H21

実績値
H21

増減
(実績-計画)

6,555 29,729 23,174

29,729

 嘱託、臨時、派遣職員等
 の活用の場合の効果額

11,855 11,855

項　目

支
　
出

人
件
費
削
減

 職員削減（千円）

 退職者不補充の場合の効果額

 給与等削減（千円）  
 ④ その他 

   借換条件に適合した高利率の企業債を借り換えて、将来の支払利息 130,941 千円の軽減を

図りました。 
（２）技術継承と職員教育 

   職員の能力向上を図るための研修時間は、以下のとおりです。 

項　目 単位
実績値

H21
目　標

外部研修時間 10.5 7.5

内部研修時間 2.1 4.0

・・・・・・・・・・

時間

 
 
 
目標④ お客さまサービスの向上 

（１）お客さまへの情報提供 

   宇部市ガス水道局情報紙「すいすいだより」やホームページにより情報提供に努めていま

す。 

項　目 単位
実績値

H21
目　標

 広報誌配布部数 部 75,656 158,600

 給水件数 件 78,922 79,300

 情報提供度 部/件 1.0 2.0

・・・・・・・・・・

 

   平成 21 年度は、以下の広報紙の作成を行いました。 

作成時期 情報内容

 すいすいだより 7号 平成22年2月  宇部市ガス水道局情報紙

広報紙名

 

 

 

すいすいだより  
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   また、宇部市市政情報出前講座の申込みが 2 件あり、以下のとおり実施しました。 

開催年月 申込団体名 開催場所 講座内容 参加者

H21.7 船木婦人会 船木ふれあいセンター
 上水道統合による水質等の違い
 について

13名

H21.7 西岐波校区まちづくりサークル 萩原第一集会所
 災害時の水の給水、水質等につ
 いて

20名

（２）水道モニター制度の活用 

   水道モニター制度を活用したアンケート調査や各種イベント開催時に、水道事業に対する

意見・要望・苦情などのお客さまの声を収集した結果は、以下のとおりです。 
   平成 21 年度は、アンケート情報収集割合目標値である 4.61 を達成できました。 
   今後も、お客さまの声を真摯に受け止め、今後の水道事業の運営に反映させていきたいと

考えています。 
   なお、水道モニターアンケートの集計結果は、ホームページに掲載しています。 

項　目 単位
実績値

H21
目　標

 アンケート回答人数 人 814 800

 給水人口 人 172,074 173,724

 アンケート情報収集割合 ％ 4.73 4.61

・・・・・・・・・・

 

（３）お客さまサービスの品質向上 

   お客さまからの様々な水道サービスに対する苦情の集計結果は、以下のとおりです。 
   お客さま対応簿を作成し、苦情に対しては、迅速かつ適正な対応を行うとともに、サービ

ス向上に努め、信頼される水道事業を目指します。 
   平成 21 年度の水道料金の苦情件数は、計画期間中、初めて 0 件でした。 

項　目 単位
実績値

H21
目　標

 水道サービス苦情件数 件 3 0

 水質苦情件数 件 17 0

 水道料金苦情件数 件 0 0

 給水件数 件 78,922 79,300

 水道サービス苦情割合 ％ 0.04 0.00

 水質苦情割合 ％ 0.22 0.00

 水道料金苦情割合 ％ 0.000 0.000

・・・・・・・・・・

 
 

 

目標⑤ 環境・エネルギー対策 

（１）水源保全対策 

   水道事業部で実施する水源かん養の啓発活動は、宇部市の水源である厚東川上流域の秋吉

台家族旅行村（美祢市）で実施しています。 
   平成 21 年度は、天候にも恵まれ、除伐作業と木工作業（竹細工、ミニクリスマスツリー、

苔玉など）を行いました。開催当日は、他のイベントと日程が重なって計画値より少ない市

民参加者でしたが、前年度は天候が悪くできなかった除伐作業もでき、苔玉づくりは、女性

の参加者に人気がありました。 
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項　目 単位
計画値

H21
実績値

H21
増減

(実績-計画)

 基金積立額 千円 20,824 19,459 △ 1,365

 実施内容 水源探訪 水源保全体験 -

 開催場所 未定 秋吉台旅行村 -

 市民参加者 人 (100) 45 △ 55  
 ＊ 基金積立額の減は、販売水量の減によるものです。 

 
除伐作業 

 
苔玉づくり 

   アンケート結果から、平成 21 年度事業に対する評価は、次のとおりです。事業の満足度や

職員の対応について前年度より数値でみると下がっていますので、次年度以降の取組みにつ

いてアンケート回答者全員から満足していただけるよう努めたいと思います。 

質問内容 前年度比較

 水源域を知っている 29人 88%

 水源かん養という言葉を聞いたことがある 18人 55%

 販売水量により水源かん養事業基金を積み立てていることを知っている 9人 27%

 事業の満足度について、満足又はまあまあ満足している 30人 91%

 職員の対応について、満足又はまあまあ満足している 31人 94%

 次回の参加について、ぜひ参加してみたい 32人 97%

結果

 
 ＊ 参加者：45 人（男 10 人・女 35 人）、参加者年齢：5 歳～75 歳（平均 46.5 歳） 

   アンケート回答数：33 人 

   前年度比較は、±5％で評価しています。 

（２）環境・省エネルギー対策 

   水道事業は、施設型企業であり、浄水場やポンプ所などの水道施設では、電力などエネル

ギーを多く消費しています。無駄な水道水を製造しないよう、水道管からの漏水防止対策を

行い、水資源とエネルギーの有効利用に努めています。 
   平成 22 年度の目標値に対して、有効率は 1.3 ポイント届いていませんが、計画的に老朽管

の布設替工事を行うとともに、漏水調査を行い、漏水の早期発見・早期修理に努めています。 

項目 単位
実績値

H21
目標年度

H22

 配水量 千m3 22,049 22,512

 有効水量 千m3 20,503 21,220

 有収水量 千m3 19,855 20,543

 有効率 ％ 93.0 94.3

 有収率 ％ 90.0 91.3

・・・・・・・・・・
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目標⑥ 国際協力などを通じた水道分野の国際貢献 

 平成 21 年度に海外への職員派遣はありませんでした。 
 


