
 

 

 

 

 

宇部市上下水道事業総合計画 

アクションプラン 

＜2021年度進捗状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇部市水道局



 

宇部市上下水道事業総合計画の進捗状況について（2021年度） 

 

１．進捗管理 

   本市上下水道事業は、「宇部市上下水道事業総合計画（以下、「総合計画」という）」

の基本方針に定める「安全・安心」、「持続」、「環境対策」、「サービスの推進」、「貢献」

の 5 つの項目に沿った 24 の事業について指標又は目標（以下「指標等」）を設定し、

推進してきました。 

   また、設定した指標等を実現するため、進行状況を定期的に確認し、適正な進行管

理を行うことを本計画中に明示しています。 

以上のことから、毎年度終了後、指標等の進捗状況や今後の取り組みについて整理

を行い、これを公表します。本総合計画は、2021年度が最終年度となり、以降は 2022

年 6月に改訂した「宇部市水道事業総合計画」「宇部市下水道事業総合計画」に引き継

ぎます。 

 

２．評価方法 

   年度ごとの評価については、指標等の推移で評価します。 

 

３．2021年度の進捗状況 

   基本方針に定める 5 項目 24 事業に対し、38 の指標等（指標：20、目標：18）を設

定しており、進捗状況は、以下のとおりです。（各事業については、別紙参照） 

 

進捗状況 指標 目標 

A 前倒し、もしくは事業完了 1 2 

B 概ね予定どおり 15 10 

C 若干の遅れ 1 3 

D 大幅な遅れ 3 3 

 

４．総括 

   2021 年度については、設定した 38 の指標等のうち、15 の指標と 10 の目標におい

て「概ね予定どおり」という評価となりました。また、「大幅な遅れ」となっている事

業については、昨年度と比較し微減しました。 

   経営基盤強化として取り組んでいる水道事業広域化については、更新需要額の試算

に必要な水道施設の資産の再確認と、広域化後の水道施設への投資額等について意見

調整に時間を要し、検討委員会での協議が遅れています。 

   一方、下水道事業においては、「集合処理・個別処理の区域の見直し」として掲げて

いるコンパクトなまちづくりに合わせた汚水処理施設整備構想及び下水道事業計画の

変更について、新たな下水道事業計画に基づき、事業を実施しました。 

   この総合計画推進計画（アクションプラン）は 2021 年度が最終年度となりますが、

2022 年 6 月に改定した上下水道事業それぞれの総合計画に基づき、今後も引き続き、

各事業の目標達成に向け、更なる事業の推進に努めます。 



基本方針１　安全・安心

　（１）水道水の水質管理

①水質管理の充実 

2017 2018 2019 2020 2021

工程

①水質管理の充実 

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標 94.3 94.4 94.5 94.6 94.7

実績 94.4 94.8 95.4 95.5 95.9

①水質管理の充実 

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標 10.75 10.50 10.25 9.00 8.60

実績 10.80 10.09 9.40 8.76 8.10

指標

鉛管残存率の減少　（％）　2026年度目標8.6％以下

基準値：94.2％(2016年度）

施設設置者へ毎年文書を送付し指導する計画

給排水課

上水道整備課 【進捗状況：B】

計画

実施期間

基準値：11.5％（2016年度）

（2021年度の取組実績）
鉛管解消工事として、配水管布設替工事に併せて338
件、漏水修理工事に併せて86件、給水装置改造工事に
併せて22件、漏水防止・鉛管対策取替工事として73件、
合計519件の解消を行いました。

(具体的な対策）
公道部分に埋設してある鉛管について、配水管の更新
計画に合わせて、効率的な解消を進めます。また、配水
管の更新計画に含まれない鉛製給水管については、漏
水の事前防止として地区単位で集中的に解消を進めま
す。 団地内に

おける鉛
製給水管
の解消

団地内及び鉛製給水管集中地区のリストアッ
プおよび鉛製給水管の解消

【進捗状況：A】

(具体的な対策）
すべての簡易専用水道・小規模貯水槽水道設置者に対
して、施設の適正管理を呼び掛けるとともに、直結給水
可能な設置者に切り替えを促します。

実施期間

（2021年度の取組実績）
施設設置者へ文書を送付し指導しました。
その結果、送付件数407件のうち、直結給水への切り替
え等が18件あり、前年比で0.4ポイント向上しました。

【進捗状況：B】

実施期間

目標

(具体的な対策）
宇部市と同じ厚東川を水源とする山陽小野田市と水質検
査体制の共同化の協議を進め、両市で必要な水質検査
機器を整備し、迅速で効率的な水質検査体制を構築しま
す。

（2021年度の取組実績）
水質検査作業を省力化するために、水質検査の共同化
について協議するとともに、水質検査結果の共有を行い
ました。
2022年度より、水質検査の共同化を実施します。

迅速で効率的な水質検査体制の構築

計画 協議 水質検査結果の共有

浄水課

指標

直結給水割合の向上　（％）　2026年度末目標：95.2％



　（2）施設の再構築

①浄水施設

2017 2018 2019 2020 2021

工程

①浄水施設

2017 2018 2019 2020 2021

工程

②配水池

2017 2018 2019 2020 2021

工程

(具体的な対策）
耐震診断結果を踏まえた浄水施設の耐震化及び老朽化
施設の更新を推進します。

（2021年度の取組実績）
桃山３号配水池の耐震補強工事を2ヵ年の継続工事で実
施しました。南側調整池の耐震補強工事を3ヵ年の継続
工事で実施しています。

（2021年度の取組実績）
広瀬浄水場2系傾斜板沈澱池の耐震補強工事が完了し
ました。
広瀬浄水場ＰＡＣ注入設備更新のため、2022年度発注に
向けた準備を行いました。

（2021年度の取組実績）
アセットマネジメントにより算出した更新需要額を基に、
次のパターンで財政シミュレーションを試算しました。
①両市それぞれが単独で事業運営をした場合
②両市が広域統合し事業運営をした場合
＊試算した結果については、局 ウェブサイトで公表して
いる。

検討委員会・幹事会・専門部会における検討

【進捗状況：C】

【進捗状況：B】

目標

耐震化計画を策定し、施設の更新を推進する

【進捗状況：B】

実施期間

耐震診断 更新計画
策定

実施

耐震化計画を策定し、施設の更新を推進する

計画

計画

目標

浄水課

厚東川を水源とする広瀬（宇部市）、中山（宇部市）及び高天原（山陽
小野田市）の3浄水場の再編計画を策定するとともに、これに伴う給水
計画や危機管理のあり方を策定する

実施期間

計画

浄水課・上水道整備課

(具体的な対策）
配水池の耐震診断委託を実施し、耐震化を推進します。

実施期間

耐震診断
耐震化計画
策定

実施

水道広域推進室

目標

(具体的な対策）
広域化基本計画に基づき、山陽小野田市と十分な協議
を行い、今後の水需要に応じた浄水施設の配置、施設能
力などについて十分に協議を進め、浄水場の統合と効率
化を図り更新費用を抑制します。



③水道管路

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標 24.2 25.1 25.9 26.8 27.6

実績 24.2 24.9 25.9 27.0 28.2

2017 2018 2019 2020 2021

目標 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00

実績 89.65 89.59 92.06 91.56 91.88

④下水処理場・下水ポンプ場

2017 2018 2019 2020 2021

工程

基準値：23.3％（2016年度）

【進捗状況：B・B】

実施期間

基幹管路更新事業、ビニル管更新事業及び老朽管更新事
業を推進する

上水道整備課

(具体的な対策）
管路の重要性や管種等を考慮し、３つの更新事業を策定
し、事業を的確に進めます。
①基幹管路更新事業・・・水道管として幹となるもので、
耐震化を進めることで、被災時の復旧が早くなります。
(年間事業費約4億円)
②ビニル管更新事業・・・漏水が多い管種で、昭和50年
代の開発団地に多く使用されており、鉛製給水管も残存
しています。(年間事業費約3億円)
③老朽管更新事業・・・上記以外の管路で主に法定耐用
年数を経過したもので、耐震性に劣ります。(年間事業費
約1億円)

（2021年度の取組実績）
①基幹管路更新事業・・・0m
②老朽管更新事業(ビニル管更新事業含む)・・7423m (φ
50～φ250)
・全管路耐震適合率については目標を達成することがで
きまし
　た。
・有収率向上については、目標に及びませんでした。

計画

計画

指標

下水道企画室・下水道施設課

指標

有収率の向上（92.00％以上）

全管路耐震適合率向上（％）　2026年度末目標：32.1％

基準値：91.47％（2016年度）

実施期間

【進捗状況：B】

(具体的な対策）
事業手法の見直しや施設規模の適正化・統廃合を検討
するとともに、施設整備や改築・更新の優先順位を付け、
中長期的な予測に基づき改築・更新を実施します。

玉川ポンプ場DBO事業の実施
施設の改築・更新の実施

（2021年度の取組内容）
・玉川ポンプ場本体の土木工事及び放流口工事を進め、
流入管（推進管）工事に着手しました。
・ストックマネジメント計画に基づき、東部・西部浄化セン
ター管理棟の耐震補強及び、調査・改築・更新を実施し
ました。

目標

事業手法の見直しや施設規模の適正化・統廃合の計画を策定すると
ともに、改築・更新を実施する



⑤下水道管渠

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標 10 10 10 10 7

実績 7 4 5 4 7

2017 2018 2019 2020 2021

目標 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

実績 65.8 64.1 69.1 69.1 70.7

　（３）危機管理対策

①危機管理計画

2017 2018 2019 2020 2021

工程

基準値：30件/年（2011～2015年度の平均）

目標：有収率の向上　2026年度目標：70.0％以上）　

指標

（2021年度の取組実績）
地域防災計画の救急病院（6施設）及び災害時優先給水
協定を締結している災害拠点病院（1施設）との緊急時の
連絡体制を更新しました。
また、水道事業危機管理計画を検証し、簡易版を更新し
ました。

目標

水道事業と下水道事業の一体的な危機管理計画を策定する

計画

計画

管渠調査
維持管理委託
緊急度判定による改築更新の実施

協議 策定⇒ＰＤＣＡ

下水道整備課 【進捗状況：B・B】

(具体的な対策）
下水道管渠の腐食等のリスクが高い箇所の点検方法・
頻度を明確にし、定期的な調査を行い危険箇所の早期
発見に努めます。また、重要な幹線等に位置付けている
下水道管渠のリスク評価を行い計画的に改築・更新を実
施します。

実施期間

指標

目標：道路陥没件数の減少（10件/年以下）

基準値：　66.4％（2015年度）

（2021年度の取組実績）
・下水道管渠の維持管理業務を包括的民間委託すること
で、予防保全型維持管理への移行をし、巡視点検などに
より危険箇所を早期発見に努めました。
・分流地区の劣化が進んでいる管渠にTVカメラなどを用
いた調査の実施し、緊急度が高い管渠の改築更新工事
に取組みました。
・改築更新した管渠延長　L=5.0ｋｍ

実施期間

委員会設置

【進捗状況：B】総務企画課

(具体的な対策）
上下水道局の危機管理指針である「危機管理計画」を適
宜検証し、災害や事故が発生した場合に迅速かつ的確
に対応できる体制を確保します。



①危機管理計画

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標 2 2 3 4 5

実績 2 3 5 3 4

①危機管理計画

2017 2018 2019 2020 2021

工程

②雨水の浸水対策

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標 27.7 38.8 49.1 61.1 67.3

実績 27.7 30.3 39.9 48.8 59.0

基準値：23.9%（ 2016年度）

【進捗状況：B】

(具体的な対策）
防災訓練のフィードバックや事業継続計画（BCP）などの
新たな考え方を取り入れながら、継続的に見直しを行い
ます。

実施期間

（2021年度の取組実績）
水道事業継続計画に従い、市内24給水拠点のうち3拠点
に非常用簡易型貯水槽（給水コンテナ）を事前配備しまし
た。（計21拠点に配備済） 目標

上下水道事業継続計画を策定する

【進捗状況：C】

(具体的な対策）
浸水常襲地域の雨水整備に継続して取り組むと同時に、
パトロールの強化なども並行して取り組みます。
気候変動等に伴う局地的大雨の対策として、ハード・ソフ
ト・自助の組み合わせで浸水被害を最小化する事業を実
施します。

実施期間

指標

検討 策定⇒ＰＤＣＡ計画

計画 雨水整備の実施

総務企画課

下水道整備課

(具体的な対策）
「危機管理計画」の実効性を担保するため、定期的な防
災訓練を実施し、災害時に迅速な行動ができるよう努め
ます。

実施期間

指標

防災訓練の実施件数（内部訓練含む）：2回以上/年

基準値：2回（2016年度）

計画
校区自主防災会と連携した防災訓練の企画及び実施
危機管理検討委員会を中心とした内部訓練の企画及び実
施

（2021年度の取組実績）
日本水道協会山口県支部主催の防災訓練として、県内
10水道事業体による災害拠点病院2施設への給水訓練
を実施しました。
住民参加型防災訓練として、小羽山地区、恩田地区で防
災訓練を実施しました。
また、神原小学校で防災学習を実施しました。

浸水対策重点整備地域の事業進捗率向上（％）
2026年度末目標：95.9％

（2021年度の取組実績）
・昨年度に引き続き、八王子地区及び中川１５号雨水幹
線の雨水整備を実施しました。

総務企画課 【進捗状況：B】



③陥没事故防止

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標 － 20.0 27.0 27.0 26.0

実績 － 17.5 38.2 37.8 26.2

④情報管理体制の充実

2017 2018 2019 2020 2021

工程

⑤技術継承

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標 180 190 200 210 220

実績 300 202 145 12 107

【進捗状況：B】

(具体的な対策）
これまでの管路調査結果や陥没履歴、地域特性などの
情報を集約して共有することで、早急に対処すべき管路
施設を適確に把握していきます。また、管路調査の対象
区域を広げて更新を実施することで陥没事故等を未然に
防止します。

実施期間

（2021年度の取組実績）
・合流区域を中心とした下水道整備区域内の下水道管
渠を巡視、点検しました。
・分流地区の劣化が進んでいる管渠や法定耐用年数を
超える管渠にTVカメラなどを用いた調査の実施及び緊
急度を判定しました。

指標

目標：調査区域の拡大　合流区域⇒分流区域

基準値：0.0km（2017年度分流地区未実施）

下水道整備区域内の巡視、点検

分流区域の管路調査
分流区域の緊急度判定

計画

下水道整備課

職員1人当たりの研修受講時間（分）

基準値：160分（直近3か年（2014～2016年）平均）

【進捗状況：D】

(具体的な対策）
お客様情報の管理・取扱い上、特に注意しなければなら
ない事項を洗い出し、そのリスク低減措置を検討します。
低減措置策として管理・取扱方法をマニュアル化するとと
もに、職員への研修を実施します。

実施期間

（2021年度の取組実績）
個人情報取扱実態調査に時間を要し、職員研修及び取
扱マニュアルの策定に着手できませんでした。

目標

お客様情報の管理・取扱方法をマニュアル化する

【進捗状況：D】

(具体的な対策）
人材育成計画に基づき、計画的で効果的な研修を進め、
上下水道職員としての知識の継承を図るとともに、非常
事態にも迅速に対応できる職員の危機管理能力や技術
の向上に努めます。

実施期間

（2021年度の取組実績）
各部署主催の内部研修を実施しました。
　　講座数：4　、　　参加職員：延べ155人
外部講師による局内研修については、新型コロナウイル
ス感染症拡大のため、対面による研修が実施できません
でした。

指標

研修等の実施

個人情報保管場所の整理
個人情報取扱実態調査
管理取扱マニュアルの策定（2020年度）

計画

計画

全課

総務企画課



基本方針２　持続

　（１）経営基盤の強化

①収入の確保

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9

実績 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9

①収入の確保

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標 97.20 98.41 98.42 98.43 99.93

実績 98.76 99.53 99.91 99.98 99.15

基準値：97.2％（2013～2015年度の平均）

【進捗状況：B】

(具体的な対策）
未収金回収策として、水道料金・下水道使用料について
は、これまでの未納者への指導強化、口座振替の推進、
無届転出防止の対策に加え、平成29 年（2017 年）1 月
から導入しているコンビニ収納の実施により未収金回収
の向上に努めます。

実施期間

指標

水道料金・下水道使用料の収納率99.9％以上

基準値：99.8％（2015年度）

口座振替の促進、無届転出の防止、未納者への指導強化

計画
納付誓約書による分割納付で回収
無届転出者の居所調査

営業課

（2021年度の取組実績）
・未納者に対し指導強化を行うとともに、納付誓約書によ
る分割納付で確実な回収に努め、併せて無届転出の防
止、無届転出者の追跡調査、口座振替推進の取組を
行った結果、収納率は目標を達成しました。
・4月からモバイル決済サービス（au Pay）を追加導入し、
お客様の利便性の向上を図るとともに、料金収益の収納
率向上に努めました。

【進捗状況：B】

実施期間

計画

指標

目標：収納率97.2％以上

未納者に対する納付指導

下水道整備課

(具体的な対策）
受益者負担金については、関係職員で臨戸訪問する収
納強化月間を設定し、収入未済額の減少を図ります。

（2021年度の取組実績）
・現年度分について、督促納期後、ただちに未納者に電
話及び訪問による納付指導を実施しました。
・過年度分について、年3 回（7月・9月・11月）の文書催告
を行うとともに、電話及び訪問による納付指導を強化しま
した。
・収納課等の強制徴収公債権の担当課から情報収集し
ました。
・民間事業者による開発行為等の実施時には、受益者
負担金のパンフレットを配布することで、完了後速やかな
負担金納付に繋げました。



①収入の確保

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標 95.5 95.9 96.2 96.3 96.5％以上

実績 95.9 96.2 96.3 96.5 97.0

①収入の確保

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標 10 10 10 10 10

実績 0 2 0 4 1

上水道整備課

個別訪問件数：件/年　2026年度末目標：10件以上

基準値：実績なし

【進捗状況：D】

【進捗状況：B】

実施期間

計画

指標

水洗化率向上（対前年度比）

基準値：95.5％（2016年度）

汚水工事着手前の地元説明
水洗化、未水洗の調査
個別訪問・聞き取り・接続依頼

給排水課・下水道整備課

（2021年度の取組実績）
・汚水整備工事の着手前に地元説明を実施して、水洗化
を促すパンフレットの配布と説明を実施しました。
・汚水管整備工事で汚水桝を整備し、供用開始後3年目
になる未水洗の世帯に対して、個別訪問を行い、未水洗
の聞き取り調査及び水洗化を促すパンフレットの配布に
よる公共下水道への接続を依頼しました。

(具体的な対策）
下水道普及地域内の未利用者へ下水道の接続促進に
より、新たな収入確保に努めます。

(具体的な対策）
上下水道普及地域内の未利用者へ上水道の接続促進
により、新たな収入確保に努めます。

実施期間

計画

指標

個別訪問・聞き取り・接続依頼
（2021年度の取組実績）
・接続希望の無かった家屋等のうち1件の接続を確認し
ました。



②適正な経費負担区分を前提とした独立採算の原則【下水道事業】

2017 2018 2019 2020 2021

工程

③投資の平準化

2017 2018 2019 2020 2021

工程

財務課

財務課 【進捗状況：B】

（2021年度の取組実績）
2020年度決算に係る「経営指標」の実績値について、
「経営の健全性・効率性」の状況に係る主な指標を事業
年報において公表しました。
資産においては、水道事業・下水道事業とも供用開始か
ら長期間が経過し、耐用年数を経過した資産が増加して
いることから、老朽化度が経年的に上昇傾向にありま
す。
水道事業においては、管路の経年化率は類似団体より
も低いものの、更新率は1.02％にとどまっており、老朽管
更新は喫緊の課題となっています。今後も年１％以上を
維持しつつ、管路の状況・重要度等を勘案することで、よ
り効率的な更新事業に取り組みます。
また、下水道事業においては、管渠の老朽化が進んでい
る状況ですが、新規整備よりも改築更新事業を優先的に
行ってきたことから、改善率は類似団体との比較におい
ては高い水準にあります。しかしながら、その水準は決し
て十分とは言い難く、引き続き、カメラ調査等での老朽化
の状況把握を基に、より効果的な改築更新に取り組みま
す。
なお、水道事業・下水道事業ともに、総合計画収支計画
表における計画値よりも実績としての純利益は上回って
いるため、これを投資財源として、起債抑制に向けて活
用する予定です。

目標

収支バランスのとれた経営と資産状態の健全化の継続的な両立

「経営指
標」実績値
の公表

・「経営指標」実績値の見える化
・5年後を目途にした財政収支計画表の見直し
（2021年度中）

(具体的な対策）
アセットマネジメントを導入し、投資・維持管理をマネジメ
ントすることにより収支バランスのとれた経営と資産状態
の健全化の両立を図ります。

実施期間

計画

【進捗状況：B】

(具体的な対策）
市財政の健全化及び下水道経営の自立を進め、適正な
収入の確保、経営の合理化に努めます。

実施期間

計画（2021年度の取組実績）
2022年度当初予算策定作業においては、一般会計繰入
金は2021年度当初予算と比較して約0.7％の増となりまし
た。 目標

本市独自の繰出基準の見直し

当初予算策定時における一般会計繰入金の見直しに向け
た検討



④定員管理の適正化

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標 199 197 192 191 189

実績 199 197 193 190 189

①水道事業広域化

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標 － 2 4 6 6

実績 － 2 2 2 2

②集合処理・個別処理の区域の見直し

2017 2018 2019 2020 2021

工程

総務企画課

水道広域推進室

下水道企画室

目標

最適な汚水処理方法の見直し

基準値：2件（2018年度実施予定件数）

【進捗状況：Ａ】

(具体的な対策）
コンパクトなまちづくりに合わせ、汚水の集合処理・個別
処理の区域を見直し、汚水処理施設整備構想及び下水
道事業計画について、整備予定区域の縮小を検討しま
す。

実施期間

計画（2021年度の取組内容）
新たな下水道事業計画に基づき、事業を実施しました。

検討委員会
による下水道
整備区域の
見直しを議論

整備区域の
見直し方針決
定

事業計画の
変更業務の
発注

新たな事業計
画区域での
事業実施

汚水処理構
想見直し業務
発注

基準値：201人（2016年度）　2026年度目標：180人

【進捗状況：D】

(具体的な対策）
宇部市と山陽小野田市は、両市とも厚東川を水源として
おり、広域化による効果が大きいと見込まれるため、業
務の共同化や経営の一体化など広域化の協議を進めま
す。

実施期間

計画

指標

共同化業務総件数（件）　2026年度目標：18件以上

　（２）広域化・最適化の検討と推進

協定書締
結

共同化可能事業の検討

（2021年度の取組実績）
浄水系専門部会から水質検査の共同化が提案され、検
討委員会第14回会議において、令和4年度から広瀬浄水
場の水質試験室において両市の水質検査を共同で行う
ことが確認されました。

【進捗状況：B】

(具体的な対策）
組織の見直し、業務の効率化、嘱託・再任用制度の活用
等により職員数の適正化を図ります。

実施期間

計画（2021年度の取組実績）
定員適正化計画の推進として、業務のあり方を見直し、1
名を減員しました。
　　職員数：2020年度当初　190人
　　           2021年度当初　189人

指標

職員数（人）

人員体制の最適化



　（３）民間活力の活用

①施設運営の委託

2017 2018 2019 2020 2021

工程

②事業手法の検討

2017 2018 2019 2020 2021

工程

下水道企画室・下水道施設課

下水道企画室

(具体的な対策）
下水道事業の実施にあたっては、国の方針を踏まえて
PPP/PFI 等の事業手法の導入を検討します。

実施期間

（2021年度の取組内容）
芝中ポンプ場の事業実施に向けた、スキーム、事業手法
の検討に取組みました。

目標

PPP/PFI 等の事業手法導入を検討し、より効率的な施設運営を行う

実施期間

（2021年度の取組内容）
サウンディング結果等を基に民間委託に伴う事業手法を
決定し、導入に向けた局内協議・調整を実施しました。

目標

西部処理区コ
ンセッション
に向けた情報
整備調査及
び下水道事
業運営に関
するあり方勉
強会を実施

西部処理区コ
ンセッション
事業の導入
可能性調査

民間委託手
法の検討

実施方針によ
る導入手続き

計画

民間委託を検討し、より効率的な施設運営を行う

計画

ＤＢＯ方式に
よる玉川ポン
プ場事業者
決定

実施方針によ
る導入手続き芝中ポンプ場PPP/PFI等の

事業手法の導入の検討

事業手法に
合わせた導
入手続き

【進捗状況：Ｃ】

(具体的な対策）
西部浄化センターについては、今後予定している玉川ポ
ンプ場の維持管理業務委託と合わせた民間委託の効率
性について検討します。

【進捗状況：Ｃ】

委託手法に
合わせた導
入調整



基本方針３　環境対策

　（１）環境対策

①放流水の水質管理

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標
窒　素

17.5ｍｇ/Ｌ
以下

窒　素
16.6ｍｇ/Ｌ

以下

窒　素
16.6ｍｇ/Ｌ

以下

窒　素
16.6ｍｇ/Ｌ

以下

窒素
13.4ｍｇ/L

以下

実績
窒　素

13.1ｍｇ／
Ｌ

窒　素
11.1ｍｇ／

Ｌ

窒　素
12.3ｍｇ／

Ｌ

窒　素
9.7ｍｇ／Ｌ

窒　素
9.4ｍｇ／Ｌ

②環境負荷の軽減

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標 1811 1868
前年ＧＪの

99%
前年ＧＪの

99%
前年ＧＪの

99%

実績 1887ＧＪ
前年比103.2%

2186ＧＪ
前年比115.8%

2072ＧＪ
前年比94.8%

2047ＧＪ
前年比98.8%

2093ＧＪ
前年比102.2%

③未利用エネルギーの活用推進

2017 2018 2019 2020 2021

工程

下水熱利用
のＰＲ

下水道熱利用及び小水力発電導入の検討

場内街灯Ｌ
ＥＤ化

エアコン更
新

ブロアー更
新

２基廃止
　　↓
１基新設

【進捗状況：D】

目標

小水力発電
システム導入
にむけての現
地調査、検討

小水力発電システム導入にむけての実施
協議計画

放流水質
適正管理

(具体的な対策）
各施設における設備及び機器の計画的な補修、更新等
を行うとともに、更新時には十分な調査研究を行い、高効
率で低負荷な機器を導入し、温暖化防止に努めます。

(具体的な対策）
下水熱利用や小水力発電設備を導入することにより、環
境負荷軽減を図ります。

実施期間

実施期間

計画
（2021年度の取組実績）
・消化ガス発電施設の効率的な運転を実施し、前年度
（2019年度）と比較し、エネルギー原単位を１．２%削減し
ました。

指標

エネルギー使用に係る原単位改善（対前年度比）

Ｎｏ.２消化
槽廃止

消化ガス
発電施設
の効率的
運転

下水道施設課

上水道整備課・下水道企画室

【進捗状況：B】

水質汚濁防止法　総量規制基準値の遵守
17.5mg/L以下（2017年度まで）
16.6mg/L以下（2018年度から）

放流水質
適正管理

消化ガス
発電施設
の効率的
運転

（2021年度の取組実績）
2017年度には下水熱利用について、2018年度について
は小水力発電の導入について検討しましたが、投資に対
する効果や運用面に不安があることから導入を見送りま
した。
2019年度、2020年度、2021年度については、環境負荷軽
減を目的とした未利用エネルギーの活用について、調査
研究しました。

【進捗状況：B】

(具体的な対策）
高度処理施設を導入するとともに水質測定回数を増や
し、処理状況や測定結果を分析します。その結果を運転
管理に反映することにより、放流先の水域への窒素・リン
の影響を軽減します。

実施期間

計画（2021年度の取組実績）
【水質検査内容】
　・採水箇所　　８４箇所
　・検査項目　９４５項目　を実施しました。 指標

新施設
建設（完
了）

下水道施設課

基準値：エネルギー原単位（ＧＪ）前年比１%改善

新施設
試運転開
始
検査項目
追加

新施設
本格稼働
放流水質
適正管理



基本方針４　サービスの推進

　（１）効果的な広報戦略

①広報活動の推進

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標 43 45 47 49 51

実績 46 47 109 112 107

①広報活動の推進

2017 2018 2019 2020 2021

工程

①広報活動の推進

2017 2018 2019 2020 2021

工程

2017 2018 2019 2020 2021

目標 4 4 4 4 4

実績 9 15 12 17 20

基準値：4校（2016年度）

【進捗状況：B】

(具体的な対策）
2017年度から、市内24 校の小学生を対象とした水道に
関する授業を推進します。

実施期間

計画（2021年度の取組実績）
市内24校に実施依頼文を送付し、4学年主任先生に電話
で実施を依頼した結果、20校で実施しました。

指標

水道に関する授業実施件数（4校以上/年）

市内24校に実施依頼文を送付し、4学年主任に電話で実
施を依頼する

総務企画課

(具体的な対策）
下水道事業も含めたモニター制度を検討します。

実施期間

計画（2021年度の取組実績）
新型コロナウイルス感染症拡大にともない、行事実施予
定が見通せないことから、2021年度のモニター募集を見
送りました。 目標

上下水道モニター制度の実施

上下水道モニター制度の企画 実施

ウェブサイトでの情報提供件数（件/年）

基準値：43件（2016年度）

【進捗状況：D】総務企画課・下水道企画室

【進捗状況：B】

(具体的な対策）
水道アンケート、水道モニター研修会及び施設見学など
を通じて得たお客様ニーズを把握し、ウェブサイトや「す
いすいだより」を通じて、積極的な情報提供を進めます。

実施期間

計画（2021年度の取組実績）
「上下水道局からのお知らせ（年4回発行）」や検針票に
よる情報提供を全戸配布したことや、局ウェブサイトによ
り、積極的な情報提供に努めました。 指標

積極的な情報提供の推進

総務企画課



基本方針５　貢献

　（１）国際貢献

①技術協力

2017 2018 2019 2020 2021

工程

①技術協力

2017 2018 2019 2020 2021

工程

①技術協力

2017 2018 2019 2020 2021

工程

(具体的な対策）
新水道ビジョンに掲げる国際貢献に基づき、JICA 技術
協力事業の研修員を受け入れ、技術協力に貢献します。

実施期間

計画（2021年度の取組実績）
JICAから要請が無かったため、講師の派遣や施設視察
の受入れはありませんでした。

目標

・講師の派遣
・施設視察の受入れ

毎年度、JICAと協議する

浄水課・下水道施設課

毎年度、市環境政策課、宇部IECAと連携協力する

【進捗状況：B】給排水課

【進捗状況：B】

宇部市の水処理、下水処理技術の諸外国へ紹介し、諸外国の技術力
アップを目指す

(具体的な対策）
宇部市が受け入れた研修生に対し、浄水場や下水処理
場等への視察を受入れ、宇部市の上下水道技術を世界
に向けて紹介します。

実施期間

計画

目標

（2021年度の取組実績）
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、受け入れ要望
はありませんでしたが、JICA青年研修において、インドネ
シア人20名に対し、「宇部市の上水道」と題し、ZOOMに
よるオンライン研修を実施しました。

（2021年度の取組実績）
JICAの協力事業は終了しました。

水道水質の改善（市民アンケートによる市民満足度30%の上昇）

給排水課、浄水課

施設・薬品
注入改善

施設改
善、目標
達成確認

事業終了

【進捗状況：A】

(具体的な対策）
JICA 草の根技術協力事業を通じて「インドネシア国ブン
カリス県」の水道水質の改善を図ります。
終了期間 平成31 年2 月

実施期間

計画

目標


