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中期経営目標に対する平成２０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 

 ① 粉末活性炭自動注入設備の稼働 

   平成 18 年度から平成 19 年度の 2 ヵ年かけて建設した粉末活性炭自動注入設備を平成 20
年度から本稼働させています。 

   平成 18 年度から平成 20 年度までの年間活性炭注入量と臭いに関する苦情件数との関係を

みると、粉末活性炭自動注入設備稼働後の苦情件数は減少しています。 
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   平成 19 年度以前は、人力により活性炭を注入していたため、迅速かつきめ細やかな対応に

限界がありましたが、平成 20 年度以降は、原水（浄水処理前の水）の水質状況に応じたより

適切な対応が可能となったことから、年間を通して活性炭処理を行っています。今後も、よ

りおいしい水づくりを目指し、安全で安心できる水道水を供給していきます。 
 ② 水質検査機器の購入 

   宇部市では、広瀬浄水場の水質検査室において、毎日、水質検査を行っていますが、検査

を行うためには、様々な水質検査機器が必要です。 
   水質検査機器の購入（買い換えも含む。）は、経年劣化や水質基準の見直しなどに応じて、

計画的に行っています。 
   平成 18 年度から平成 20 年度までの間に購入した水質検査機器とその用途は、以下のとお

りです。 
   また、水質検査の精度向上を目的に、毎年、山口県水道水外部精度管理連絡協議会（以下

「山口県精度管理協議会」という。）や厚生労働省実施の精度管理に参加しています。平成

20 年度は、山口県精度管理協議会の幹事を引き受けて精度管理に取り組みました。 
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購入年度 水質検査機器名

H18  イオンクロマトグラフ
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・フッ素及びその
化合物・塩素酸・塩化物イオンの検査機器

 パージ＆トラップオートサンプラー トリハロメタン等を測定する自動測定器

 原子吸光分光光度計
鉄及びその化合物・ナトリウム及びその化合物の
検査機器

 大腸菌定量試験用培地分配密閉器 大腸菌検査の前処理で使用する機器

 濁度記録計 浄水の濁度記録計器

 高圧蒸気滅菌器
大腸菌等検査後の試料の滅菌などで使用する
機器

 低温恒温培養器
従属栄養細菌やBODの試料を一定温度で培養
する機器

H19

H20

検査項目・内容

 

 
イオンクロマトグラフ 

 
パージ＆トラップオートサンプラー 

 
原子吸光分光光度計 

 

大腸菌定量試験用培地分配密閉器 

 

濁度記録計 

 
高圧蒸気滅菌器 
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低温恒温培養器 

 

（２）鉛製給水管の解消 

   配水管布設替工事や水道メーターの検定満期取替えなどに伴い鉛製給水管の取替えを行っ

た結果は、以下のとおりです。 
   鉛製給水管の解消件数が予定より少なく、計画値をやや下回りました。 
   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ませんが、できる限り早期に

鉛製給水管の解消ができるよう鉛製給水管対策委員会において解消に向けた方策を検討して

います。 

 鉛製給水管使用戸数 戸 15,441 16,188 747 10,828

 鉛製給水管残存延長 ㎞ 50.8 55.6 4.8 39.5

 給水件数 件 78,802 78,829 27 79,300

 鉛製給水管率 ％ 19.6 20.5 0.9 13.7

 累計進捗率 ％ 57.5 50.6 △ 6.9 100.0

増減
(実績-計画)

・・・・・・・・・・

目標年度
H22

項　目 単位
計画値

H20
実績値

H20

（３）末端給水栓における水質管理 
   小規模貯水槽水道の点検を行った結果は、以下のとおりです。 
   なお、2 ヵ年で市内全域の小規模貯水槽水道の点検を行っています。 
   また、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。 

H20 【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

478 207 43.3% 125 60.4%  
 ＊ H20 検査実施予定数は 247 件でしたが、うち 40 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（8 件） 

  ・自主点検済みなどにより点検しなかったもの（5 件） 

  ・水道使用中止又は水道メーター撤去（15 件） 

  ・その他（12 件） 
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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 

   基幹管路を中心に、耐震管の布設を行った結果は、以下のとおりです。 
   計画値を上回る耐震管の布設となりました。 

目標年度
H22

 管路総延長 ｍ 983,017 1,012,423 29,406 1,000,000

 耐震管路延長 ｍ 82,902 86,966 4,064 115,000

 前年度比延長 ｍ 16,048 24,861 8,813 16,000

 管路の耐震化率 ％ 8.4 8.6 0.2 11.5

増減
(実績-計画)

・・・・・・・・・・

項　目 単位
計画値

H20
実績値

H20

 
（２）危機管理体制の整備 

 ① 防災訓練 

   平成 20 年度は、西宇部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、2 路線目の工事

を行いました。 

 
 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においては、情報システムに関する対策の見直

しを行いました。 
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（３）渇水対策 

   平成 20 年度は、月毎に降雨量の変動が大きく、上半期と下半期の 2 度、厚東川ダムの貯水

量が減少しました。上半期は、7 月から 8 月中旬まで降雨が平年より少なく、下半期は、10
月の降雨量が極端に少なかったことが影響しています。そのため、工業用水はいずれも 30％
の自主節水を行い、厚東川ダムの延命を図りました。上水道用水は、生活用水ということで

優先的な確保の観点から工業用水の先行的な自主節水により 0％の自主節水で済みました。 
   自主節水実施の際は、ホームページに厚東川ダム状況を掲載し、日々 新の情報を提供し

ています。 

第一期 第二期

第一次 第一次

工業用水 30 30

上 水 道 0 0

ＥＬｍ 35.22 35.43

8/8～8/28 11/13～1/8 1/9 解除

厚東川ダム最低貯水位

節水期間

項　目 単位

最大自主
節 水 率

％

 

（４）合併に伴う浄水施設の統廃合 

   広瀬浄水場から楠地域へ給水を行うための統合配水管の布設工事が完了しました。これに

より、平成 21 年 3 月から広瀬浄水場でつくった水を給水しています。 
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広瀬浄水場

霜降山配水池

善和中継配水池

一ノ坂中継配水池

吉部市送水ポンプ所
（旧吉部市浄水場）

西ヶ丘配水池

黒川調整池(旧第1配水池)

長谷中継配水地
(旧第2配水池)

正法寺山調整池
(旧正法寺山配水池)

正法寺送水ポンプ所(旧正法寺浄水場)

①上水道統合配水管

船木地区

吉部地区

有帆川

厚東川

P

P

：水の流れ

万倉地区

②簡易水道統合配水管

 
上水道統合整備事業イメージ図 

   平成 16 年 11 月の合併から平成 20 年度までの間に行った工事内容は、以下のとおりです。 

延長(ｍ) 延長(ｍ)

H16  DIP-NS φ300 490

 DIP-NS φ500 250

 DIP-NS φ300 84

 DIP-NS φ500 1,126

 DIP-NS φ300 176

 DIP-NS φ300 677  DIP-NS φ100 3,275

 DIP-NS φ250 2,117

 DIP-NS φ500 1,512.3  DIP-NS φ100 8.2

 DIP-NS φ400 800.1

 DIP-K φ300 799.1

 DIP-NS φ250 155

合計 8,186.5 3,283.2

H19

H20

① 上水道統合事業 ② 簡易水道統合事業

H17

H18

年度
工事内容 工事内容

 

   上記のほか、電気計装設備工事を実施しています。 
（５）水道施設の更新計画 

   平成 20 年度は、平成 19 年度に引き続き、水道施設の現状を分析し、水道施設の維持管理

情報を適正に管理・継承するツールとして構築した「水道施設カルテシステム」（以下「カル

テシステム」という。）に各水道施設の情報を入力する作業を行いました。 
   この作業は、これまで紙媒体で管理していた情報や熟練した技術職員が持っている知識を

電子データ化するものです。さらに、「水道施設機能診断の手引き」（以下「手引き」という。）

を参考に各水道施設の現状を評価する作業も併せて行うこととしており、水道施設更新計画
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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 編構成で策定する予定で

す。 
   平成 20 年度末現在、カルテシステムに登録されているカルテ数は 653 件、1 つのカルテに

登録する項目は以下のとおりです。 
入力項目

 管理 管理担当課名

 種別 取水・導水・浄水・送水・配水・その他施設の6つで区分

 分類 種別ごとに予め定めた区分

 系統 浄水場の系統

 施設名 名称

 設置場所 所在地

 台帳No. 資産台帳の管理番号

 台帳目 資産台帳上の仕分け区分

 施設概要 施設規模、能力、メーカーなど

 付属設備 登録施設の関連する付属設備

 その他特記事項 備考

 画像 施設写真

 完成年月 完成した年月

 取得年月 資産上取得した年月

 改良年月 改良した年月

 法定耐用年数
地方公営企業法施行規則第7条及び8条で定められてい
る有形固定資産の耐用年数

 保守対応年月 部品やメーカー保証などの保守対応年月

 法定更新年月 取得年月を基準に法定耐用年数を経過する年月

 予定更新年月 更新予定年月

 撤去年月 施設を撤去した年月

 機能状況点 手引きによる診断結果

 機能状況内容 点数だけでは表現できない時にコメントを記入する

 管理状況点 手引きによる診断結果

 管理状況内容 点数だけでは表現できない時にコメントを記入する

 老朽化状況点 手引きによる診断結果

 老朽化状況内容 点数だけでは表現できない時にコメントを記入する

 技術水準点 手引きによる診断結果

 技術水準内容 点数だけでは表現できない時にコメントを記入する

 施設評価点
機能状況・管理状況・老朽化状況・技術水準の点数のう
ち最低点

 施設評価内容 点数だけでは表現できない時にコメントを記入する

 耐震診断点 手引きによる診断結果

 耐震診断内容 点数だけでは表現できない時にコメントを記入する

 更新レベル点 更新の優先度

 更新レベル内容 点数だけでは表現できない時にコメントを記入する

 履歴 故障、修繕などの履歴

内容
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カルテシステムへの入力作業風景 

   水道施設更新計画の構成イメージは、以下のとおりです。 

＝

・ 水需要予測 ・ 更新費用算出
・ 水道施設の現状把握 ・ 財源確保の考え方
・ 更新対象施設の洗い出し ・ 更新手法と年次計画

＋

水道施設
更新計画

水道施設
更新計画

（基本方針編）

水道施設
更新計画

（実施計画編）

 
   今後のスケジュールは、以下のとおりです。 

項目 H18 H19 H20 H21 H24

 水道施設カルテシステム構築 考案

 水道施設カルテ入力作業

 水道施設現状分析

 水道施設更新計画策定

･････
基本方針編 実施計画編
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目標③ 効率的な事業運営 

（１）経営の効率化 

   平成 20 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

H20
実績値

H20
増減

(実績-計画)
目標年度

H22

 未償還残高 千円 16,227,470 16,060,721 △ 166,749 15,289,395

 前年度比額 千円 △ 510,020 △ 625,889 △ 115,869

 前年度比率 ％ △ 3.0 △ 3.8 △ 0.8

・・・・・・・・・・

 

 ② 事務事業の民間委託 

   平成 20 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 1 名減員しました。 

項　目 単位

職員数 130 130 0 125

再任用 (5) (6) (1) (8)

計 130 (5) 130 (6) 0 (1) 125 (8)

新規採用 3 2 △ 1 1

退　職 7 7 0 3

目標年度
H22

人

人

計画値
H20

実績値
H20

増減
(実績-計画)

・・・・・・・・・・

 

   この 1 名の職員減員により 5,969 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 20 年度の人件費総削減額は 17,581 千円となりました。 

計画値
H20

実績値
H20

増減
(実績-計画)

2,746 5,969 3,223

5,969

 嘱託、臨時、派遣職員等
 の活用の場合の効果額

11,612 11,612

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 

   高利率の企業債のうち借換条件に適合したものは、現行の利率に借り換えて、将来の支払

利息 1,105,661 千円の軽減を行いました。 
（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。外部研修は、目標値を達成

することができました。 

項　目 単位
実績値

H20
目　標

外部研修時間 10.8 7.5

内部研修時間 3.9 4.0

・・・・・・・・・・
時間
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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」などの広報紙により情報提供に努めています。 
   ホームページにおいても様々な情報をお知らせしています。 

項　目 単位
実績値

H20
目　標

 広報誌配布部数 部 76,347 158,600

 給水件数 件 78,829 79,300

 情報提供度 部/件 1.0 2.0

・・・・・・・・・・

 

   平成 20 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

 貯水槽水道に関する
 リーフレット

増版 平成20年10月  貯水槽水道に関する広報紙

 すいすいだより 6号 平成21年2月  宇部市ガス水道局情報紙

 うべしの水道 改訂 平成21年2月  小学生向け浄水場の施設案内

広報紙名

 

  
すいすいだより うべしの水道 

   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

H20.7  小羽山小学校  小羽山小学校  水道局で働く人の苦労と願い 50名

H21.3  食文化を考える会  萩原第一集会所  安全でおいしい水づくり 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。 
   お客さまから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

H20
目　標

 アンケート回答人数 人 755 800

 給水人口 人 172,486 173,724

 アンケート情報収集割合 ％ 4.38 4.61

・・・・・・・・・・
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（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。 

項　目 単位
実績値

H20
目　標

 水道サービス苦情件数 件 5 0

 水質苦情件数 件 20 0

 水道料金苦情件数 件 2 0

 給水件数 件 78,829 79,300

 水道サービス苦情割合 ％ 0.06 0.00

 水質苦情割合 ％ 0.25 0.00

 水道料金苦情割合 ％ 0.025 0.000

・・・・・・・・・・
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目標⑤ 環境・エネルギー対策 

（１）水源保全対策 

   宇部市の主な水源である厚東川は、宇部市の北側に位置する美祢市の秋芳町や美東町を流

域とする豊かな水系です。 
   水源保全の必要性を啓発する目的として、水道事業部では水源かん養の啓発活動を実施し

ています。 
   平成 20 年度は、秋吉台家族旅行村において、除伐作業と木工作業を予定していましたが、

開催前日に降雨があり、除伐作業は足下が悪いということで中止し、市民参加者は、除伐作

業の方法と必要性を学び、木工作業を行いました。 
   市民参加者からは、除伐作業も行いたかったという声もあり、市民の水源保全に対する意

識の高まりを感じました。 

項　目 単位
計画値

H20
実績値

H20
増減

(実績-計画)

 基金積立額 千円 20,801 20,006 △ 795

 実施内容 水源保全体験 水源保全体験 -

 開催場所 秋吉台旅行村 秋吉台旅行村 -

 市民参加者 人 (100) 52 △ 48  
 ＊ 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 

 
木工作業 

   アンケート結果から、平成 20 年度事業に対する評価は、次のとおりです。今後も積極的に

水源について啓発の必要性があると感じました。 

質問内容 前年度比較

 水源域を知っている 19人 54%

 水源かん養という言葉を聞いたことがある 19人 54%

 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 13人 37%

 事業の満足度について、満足又はまあまあ満足している 35人 100%

 職員の対応について、満足又はまあまあ満足している 35人 100%

 次回の参加について、ぜひ参加してみたい 32人 91%

結果

 
   参加者：52 人（男 16 人・女 36 人）、参加者年齢：10 歳代～70 歳以上（平均 38.6 歳） 
   アンケート回答数：35 人 
   前年度比較は、±5％で評価しています。 
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（２）環境・省エネルギー対策 

   水は限りある資源です。また、浄水場やポンプ所では、電力などエネルギーを多く消費し

ます。水道管からの漏水を少しでも低減させ、水資源とエネルギーの有効利用に努めていま

す。 

項目 単位
実績値

H20
目標年度

H22

 配水量 千m3 22,225 22,512

 有効水量 千m3 20,719 21,220

 有収水量 千m3 20,061 20,543

 有効率 ％ 93.2 94.3

 有収率 ％ 90.3 91.3

・・・・・・・・・・

 
 
目標⑥ 国際協力などを通じた水道分野の国際貢献 

 平成 20 年度に海外への職員派遣はありませんでした。 
 


