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中期経営目標に対する平成１８年度実績 

 
目標① 安全で安心できる水道水の確保 

（１）水質管理体制の強化 
   原水の異臭味対策として平成18年度から2ヵ年計画で広瀬浄水場に粉末活性炭注入設備工

事に着手しました。この事業は、平成 17 年度に宇部市水道事業評価委員会（第三者諮問委員

会）を開催し、専門家や市民の代表から事業の必要性と効果などの評価を受け、国庫補助事

業として採択されました。 

（２）鉛製給水管の解消 
   配水管布設替工事や水道メーター検定満期などに伴い鉛製給水管の取り替えを行った結果

は、以下のとおりです。 

 鉛製給水管使用戸数 戸 21,678 20,055 10,828

 鉛製給水管残存延長 ㎞ 66.6 62.2 39.5

 給水件数 件 78,185 78,302 79,300

 鉛製給水管率 ％ 27.7 25.6 13.7

 累計進捗率 ％ 0.0 15.0 100.0

実績値
H18

目標年度
H22

・・・・・・・・・・

項　目 単位
基準年度

H17

（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。 

H18 【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 未改善施設数 未改善施設率

512 259 50.6% 138 53.3% 0 0.0%  
 ＊ 未改善施設数とは、年度末までに検査実施時点での不適合が改善されていない施設数。 
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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。 

目標年度
H22

 管路総延長 ｍ 954,056 966,035 1,000,000

 耐震管路延長 ｍ 35,481 50,806 115,000

 前年度比延長 ｍ - 15,325 16,000

 管路の耐震化率 ％ 3.7 5.3 11.5

・・・・・・・・・・

項　目 単位
実績値

H17
実績値

H18

（２）危機管理体制の整備 
   平成 18 年度は、宇部市において、防災訓練を開催しました。 
   また、宇部市ガス水道局危機管理計画に厚東川及び有帆川流域で使用されている農薬の資

料及び災害発生時の報告様式の変更を行い、危機管理マニュアルの充実を図りました。 
（３）渇水対策 
   近年は、異常気象により厚東川ダムの貯水量の変動が大きくなっています。平成 18 年度は、

9 月中旬まで前年度と比較して降雨量が多く、それ以降は対照的に極端に少なく、1 月 16 日

から自主節水を実施し、上水道用水は 高で 20％の自主節水を余儀なくされました。 
   しかし、生活用水の給水制限を行うことなく、節水解除を迎えることができました。 
   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。 

H18

単位 第一次
第二次
(強化)

第三次
(緩和)

工業用水 30 45 30

上 水 道 0 20 0

ＥＬｍ

1/16～2/14 2/15～2/26 2/27～5/7 5/8 解除

32.34(貯水率44.6％)

節水期間

項　目

最 大 自 主
節 水 率

％

厚東川ダム最低貯水位

 
（４）合併に伴う浄水施設の統廃合 
   平成 20 年度末までに楠地域への配水管を整備し、平成 21 年度からは、広瀬浄水場から楠

地域へ給水を行い、楠地域の 2 つの浄水場は廃止する予定です。 
   平成 18 年度に行った配水管の布設延長は、約 1.3km で、全体計画進捗率は 17.8％です。 
（５）水道施設の更新計画 
   平成 20 年度に水道施設更新計画の策定を計画しています。その準備段階として、水道施設

の現状を分析する必要があり、水道施設カルテを考案しました。今後のスケジュールは、以

下のとおりです。 

項目 H18

 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

H19 H20
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目標③ 効率的な事業運営 

（１）経営の効率化 
   平成 18 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
実績値

H17
計画値

H18
実績値

H18
H22

 未償還残高 千円 17,733,934 17,261,347 17,251,448 15,289,395

 前年度比額 千円 － △ 472,587 △ 482,486

 前年度比率 ％ － △ 2.7 △ 2.7

・・・・・・・・・・

 
 ② 事務事業の民間委託 
   平成 18 年度は、大型メーターの検定満期に伴う取替業務を委託しました。 
 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 3 名減員しました。 

項　目 単位

職員数 135 132 132 125

再任用 (1) (1) (1) (8)

計 135 (1) 132 (1) 132 (1) 125 (8)

新規採用 2 2 1

退　職 4 5 5 3

H22

・・・・・・・・・・

実績値
H17

計画値
H18

実績値
H18

人

人

 
   その結果、職員削減による人件費は、25,413 千円となりました。 

計画値
H18

実績値
H18

増減
(実績-計画)

23,899 25,413 1,514

 嘱託、臨時、派遣職員等
 の活用の場合の効果額

0 0 0

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 12,398 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。 

項　目 単位
実績値

H17
実績値

H18
目　標

外部研修時間 6.2 8.1 7.5

内部研修時間 0.8 0.4 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

H17
実績値

H18
目　標

 広報誌配布部数 部 75,873 75,762 158,600

 給水件数 件 78,185 78,302 79,300

 情報提供度 部/件 1.0 1.0 2.0

・・・・・・・・・・

 
   平成 18 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

 直結給水リーフレット 改訂 平成18年7月  直結給水の推進

 宇部市の水づくり 増版 平成19年2月  浄水場の施設案内

 すいすいだより 4号 平成19年2月  宇部市ガス水道局情報紙

 宇部のみず 改訂 平成19年3月  水道事業の紹介

広報紙名

 

  
直結給水リーフレット 宇部市の水づくり 

  
すいすいだより 宇部のみず 
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   また、宇部市市政情報出前講座の申込みが 3 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

H18.6  中野開作亀齢クラブちどり会  中野開作公会堂  市のライフラインについて 34名

H18.8  東岐波まちづくりサークル  東岐波ふれいあセンター  災害対策について 15名

H18.10  則貞ひよこクラブ  則貞市営住宅集会場  宇部市の水道に関する基礎知識 21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

H17
実績値

H18
目　標

 アンケート回答人数 人 766 725 800

 給水人口 人 175,917 174,612 173,724

 アンケート情報収集割合 ％ 4.35 4.15 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。 
   苦情に対しては、迅速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

H17
実績値

H18
目　標

 水道サービス苦情件数 件 把握なし 1 0

 水質苦情件数 件 15 15 0

 水道料金苦情件数 件 把握なし 把握なし 0

 給水件数 件 78,185 78,302 79,300

 水道サービス苦情割合 ％ － 0.01 0.00

 水質苦情割合 ％ 0.19 0.19 0.00

 水道料金苦情割合 ％ － － 0.00

・・・・・・・・・・

   水道料金苦情件数は、平成 19 年度から集計を始めております。 
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目標⑤ 環境・エネルギー対策 

（１）水源保全対策 
   平成 14 年度から毎年度、水源かん養事業の一環として、啓発活動を行っています。これま

では、水源地域を訪ねる水源探訪を実施してきましたが、平成 18 年度は、水源林の間伐や竹

細工などの作業を通じて水源保護についての意識の高揚を図る水源保全体験を行いました。 
   水源探訪は、年配層の参加者が多いのに対して、水源保全体験は、小学生など低年齢層の

親子参加も多く、両事業を隔年で実施することにより、幅広い年齢層に対して、水源保全の

大切さを伝えていこうと考えています。 

項　目 単位
実績値

H17
実績値

H18

 基金積立額 千円 21,466 21,408

 実施内容 水源探訪 水源保全体験

 開催場所 鯨ヶ岳 秋吉台旅行村

 市民参加者 人 119 82  

（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

H17
実績値

H18
目標
H22

 配水量 千m3 23,896 23,286 22,512

 有効水量 千m3 22,034 21,636 21,220

 有収水量 千m3 21,340 20,959 20,543

 有効率 ％ 92.2 92.9 94.3

 有収率 ％ 89.3 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 18 年度は、海外への職員派遣は行いませんでした。 
 


