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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

１ 

危機管理を

強化する。 

Ｂ評価 Ａ評価 １人   Ｂ評価 １４人 Ｂ評価 

この政策を構成する「重要な管・施

設の地震対策」及び「災害時などの対

応や体制の確立」の施策は、４年間の

目的が達成されているが、「浸水対

策」及び「渇水対策」の施策は、４年

間の目的が達成されなかった。

以上のことから、想定される巨大地

震、浸水、渇水などの災害が発生した

場合においても事業が継続できるよ

う、被害を最小限にとどめるための施

設の整備や、早期復旧が可能となる体

制の確立を行うことで危機管理の強化

を目指す政策があまり実現されていな

いため、評価は「Ｂ」とした。

１－① 評価の総括 

・浸水対策、渇水対策において、ハード整備の目標を若干下回

っているため、政策が実現されたとまでは言えない。 

・政策を構成する４つの施策のうち、「浸水対策」と「渇水対

策」で遅れが生じており、「危機管理の強化」のハード面の整

備について政策が実現されているとはいえない状況にありま

す。したがって、４年間の評価は「Ｂ」とします。近年、想定

外の異常気象は常態化しており、自然災害も多発化・深刻化し

ていますので、早期の目標達成をお願いします。 

・４つの施策において、４年間の評価がＡ２、Ｂ２であること

をふまえ、総合評価としてＢとした。 

・特に、浸水対策、渇水対策に遅れが見られるため、Ｂ評価と

しました。近年の異常気象や想定される大地震に備え、ハード

面、ソフト面の両方から、危機管理を強化していく体制を作る

ことが重要だと思います。 

【評価の総括】Ｂ 

政策を構成する４つの施策の

うち、「重要な管・施設の地震

対策」及び「災害時などの対応

や体制の確立」は、４年間の目

的が達成されている。一方、

「浸水対策」は、浸水対策完了

地区が 11地区にとどまり、ま

た、「渇水対策」は、工事工程

に遅れが生じ平成 30 年度中の

完成に至らなかった。 

近年、異常気象が常態化し、

自然災害が多発化、深刻化して

いることを勘案すると、これら

に対する取組が遅れている印象

「政策評価

ｼｰﾄ」の政

策名です。

「第４回協議会」で説明した「上

下水道局の自己評価」の記載で

す。

「上下水道局の自己評価」を受けて、皆様に記載してい

ただいた外部評価を記載しました。

    …主な意見          …その他の意見

「外部評価（各委員の評価）」を、まとめた

ものです。今回協議会においては皆様の評

価が、「まとめ(黒枠内)」に反映されてい

るかをご確認ください。外部評価（案）と

評価区分が違う意見については、「なお」

書きとして記載しています。
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・耐震化（水道、下水道管）は順調に進められている反面、先

般の台風などにみられる都市のインフラのもっとも基本のとこ

ろのポンプ場の整備が滞っている。 

・４年間の目標は達成されたと考えるが、今後の想定外の災害

に対しても対応できる体制の確立を急ぐ必要がある。 

・この政策を構成する一部施策において、進捗が遅れているも

のの、政策全体としての視点では一定程度の目的が達成されて

いることから、評価は「Ａ」とします。 

・危機管理は、可及的速やかに対応しなければならない。 

・上下水道管については、期間内の目標は達成されています

が、総延長を考えると大変と思いますがスピードを上げるため

更新計画を見直すことも必要と思います。 

・耐震化については限られたリソースの中で事業を実施してい

るが、浸水対策、渇水対策、災害対策についてはやや取組が遅

れている印象がある。 

・まだよく理解できていないこともありますが、（２）（３）

の浸水対策や渇水対策の遅れなど、今後のスピードアップ対策

が講じられること期待します。 

・浸水対策と渇水対策の遅れが気になります。遅れの原因は、

生活道路や幹線道路であったこと、支障木があったこととされ

ていますが、災害は遅れの理由にかかわらず発生します。大幅

な遅れはいずれも平成 30年度に生じています。遅れを放置せ

ず、早期に挽回する取組を行ってください。 

は否めず、「危機管理を強化す

る」政策の４年間での目的が実

現されているとはいえない状態

にあることから、「Ｂ」評価と

する。 

なお、一部の施策の進捗に遅

れがあるものの、政策全体とし

ての視点では一定程度の目的が

達成されているとして、「Ａ」

評価とする意見もあった。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・地震対策や災害時の体制確立については目的が達成されてい

るが、浸水対策や渇水対策については施策目的が達成されてい

るとはいえない。想定される災害時の状況と事業継続や早期復

旧のための危機管理を一層強化する必要がある。 

・「重要な管・施設の耐震化や津波対策」は全て達成されてい

ますが浸水・渇水対策」は、目的が達成されませんでした。最

近、想定外の大雨や浸水が起こっています。被害を最小限にと

どめるための整備や対策を強化していただきたいと思います。 

【評価できる点】 

危機管理の強化を目指す施策

のうち、地震対策については、

効果を上げている点を評価した

い。 

また、ハザードマップの作

成・公表や、職員に対する研

修・訓練による防災体制の強化

など、ソフト面での危機管理対

策が目標を達成していること

も、市民の安全につながり評価

できる。 

１－② 評価できる点 

・ソフト対策は計画どおり進んでいる。 

・政策を構成する４つの施策のうち、「重要な管・施設の地震

対策」と「災害時などの対応や体制の確立」について、計画ど

おり着実に実績を上げた点を評価します。 

・災害時対策・体制については一定の成果を上げている。 

・ハザードマップの作成、公表、研修や訓練による職員の防災

体制の強化など、ソフト面での対策で、目標を達成されている

ことは、市民の安心に繋がります。 

・地震対策については、かなり力を尽くされ、効果をあげてい

る。 

・危機管理の強化を目指す施策の目標は達成していると考えま

す。 

・水道施設として非常に重要である管路、水道施設の耐震化が

目的どおり達成できたことを評価いたします。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・耐震化については、限られたリソースの中で着実に事業を実

施しており評価できる。 

・目標に近い施策が達成できている点。 

・地震対策の進捗についてはおおむね達成していると評価でき

る。 

・「事業継続計画の充実・定着」「災害時活動拠点の整備」の

事務事業は達成状況となり、迅速な復旧活動が可能になったと

思われます。 

【改善すべき点】 

危機管理の強化は、近年、自

然災害が頻発していることから

も、非常に重要な政策である。

目標が達成できていない浸水対

策及び渇水対策については、市

民の命や生活が守られるよう、

これまで以上にスピード感を持

って取り組む必要がある。 

また、自己評価では、事務事

業や施策の目的が達成できなか

った主な原因を工事の困難性と

しているが、経験的に困難な工

事が予想できる場合もあると思

われる。今後、工事の遅れを繰

１－③ 改善すべき点 

・ハード整備では、工事開始後、予期せぬ埋設物等で遅れが発

生することが多い。困難な工事が予想される場所は、前年度で

はなく、前々年度に調査を行うなど工夫されたい。 

・他事業との調整、近隣住民への配慮、支障木など、工事進捗

への条件が厳しくなったことを理解しますが、今一度、これら

個々の事情について、発生時の初動対応のスピード等々につい

て再検証していただきたい。 

・地震・津波だけでなく、河川の氾濫等を想定した浸水対策を

強化したい。 

・近年、頻繁に起こる自然災害に備え、被害が最小限になるよ

う、市民の命や生活が守られるよう、スピード感を持って、浸

水対策、渇水対策を進めていただきたいと思います。また、各

事業が遅れた原因を検証し、より効果的に事業が進められるよ

う、計画の見直しも必要ではないかと思います。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・市民生活が安全安心に営まれるためには浸水対策は決してな

おざりにできないことは 19 号台風であらためて知った。浸水

対策は住宅密集地域など事業が困難なことはわかるが、貴重な

教訓を生かし努力してほしい。 

・浸水対策の効果は身をもって感じているので、一刻も早く優

先度を上げて実施してほしい。 

・近年は、自然災害が頻発していることから、危機管理の強化

は非常に重要な政策だが、一部施策において進捗が遅れている

ので、目的の早期達成に努めていただきたい。 

・上下水道工事において着工してから各問題が出てくる工期の

遅れは仕方ない点もあるが最近の降雨量等検討し早急に進めて

ください。相互利用においては早急な取組は必要である。トラ

ブルのないよう検討を。 

・雨の降り方が極端になってきており、中長期の計画で前提と

した条件から外れていると思われる現象も見られ、今までの常

識を疑って対応する必要も出てきているように思う。 

・地球温暖化による異常気象の連続で、災害対策としての浸水

対策や渇水対策のスピードアップを期待したいです。 

・地中の支障木の存在を事前に把握することは難しいかもしれ

ませんが、生活道路・幹線道路の場合に作業に時間を要するこ

とは経験的に予想がつくと思いますので、同様の遅れを繰り返

さないよう事前の対策を計画に織り込み、着実に作業を進行さ

せてください。 

り返すことのないよう、可能な

限り事前の対策を計画に盛り込

むなど工夫が必要である。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・浸水対策や水道管の地震対策の施工の遅れについての改善は

求められる。災害時では行政と市民の連携がより必要とされ

る。 

・「雨水幹線･ポンプ場などの整備」浸水完了地区の目標が 70%

の完了にとどまりました。浸水被害の軽減を図るためにも早期

の完了を目指してください。 

【今後の方向性】 

危機管理の強化は、水道施設

の耐震化や雨水ポンプ場の整備

などを進めても、電力供給がス

トップすると機能不全に陥り、

長期の停電に対して極めて脆弱

であると言える。危機管理をさ

らに強化する観点から、大規模

災害が発生し、通常の電力供給

の短期的復旧が見込めない場合

に、どのような形で上下水道を

機能させていくかについての検

討が必要である。 

耐震化については、全ての施

設を完了するまでのスピード感

が乏しく、スケジュール感もわ

かりにくい。現在の耐震化事業

全体の計画の妥当性を検証する

１－④ 今後の方向性 

・近年、想定外の気象により、計画規模を上回る豪雨が発生し

ている。ハード整備は体制、事業費の制約の中で計画的に進

め、ハザードマップの積極的ＰＲなど、人命最優先で、努める

とともに、早期復旧に向けたＢＣＰの充実に努められたい。 

・耐震化について事業全体の完成へのスピード感が乏しく、計

画の妥当性について、市民への十分な説明が必要と考えます。 

・巨大地震及び津波・河川の氾濫等を想定した対策と市民への

周知を視野に入れる。 

・施策（１）～（３）のハード面での施設の整備を早急に進め

る一方で、（４）の「災害時などの対応や体制の確立」がより

有効に機能するよう、ハザードマップの活用や災害への備え、

災害時の対策などについて、市民への啓蒙活動も並行して充実

させる必要があると思います。市民の意識を高めるためにも、

積極的なサポートを是非、お願いしたいと思います。 

・事業が困難なことはわかるが、貴重な教訓を生かし努力して

ほしい。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・想定外の災害が発生した場合の早期復旧が可能となる体制の

確立を急ぐ。 

・引き続き、費用対効果等を踏まえながら危機管理の強化に努

めていただきたい。 

・渇水対策は長期にわたる事業が完成しますが、投資総額も大

きなものとなったのではないでしょうか。完成後には投資額に

見合った効果があったかの検証も必要ではないでしょうか。 

・災害や事故などの危機時においても迅速な対応ができるよう

に危機管理対策を強化してください。 

・事業全体のスケジュール感がわかりにくいと感じます。 

・最近は降雨による災害が毎年発生している現状を踏まえ拠点

を設置しいつでも対応できる体制を願います。 

・危機管理についてはハード面で対応すると金銭面、時間の面

でも限界があるため、まずはソフト対策の充実が重要である。

ソフト対策で効果を上げるためには市民の「聞く耳」が必要で

あり容易ではないが、積極的な情報発信を行ってほしい。 

・巨大地震対策として長い間国からも支援されていた静岡市で

すから災害対策でも安心度の高い市を目指してもらいたいで

す。 

・最近の災害としては台風や豪雨による冠水被害が多いようで

すが、異常気象はどのような形で現れるかわからず、今後、大

規模な渇水が発生することも十分考えられますので、渇水対策

も着実に進めてください。なお、危機管理の強化として水道施

設の耐震化や雨水ポンプ場の整備などを進めても、電力供給が

とともに、市民に対しても、十

分に説明をしていくようお願い

したい。 

また、災害時には、行政と市

民との連携が必要不可欠とな

る。市民が、安全に対する意識

を向上させ、人命最優先の行動

をとるようになるために、ハザ

ードマップの積極的ＰＲに努め

ること。 

さらに、職員が、災害だけで

なく事故などの危機時にも迅速

な対応ができるよう、ＢＣＰの

充実にも努める必要がある。 

渇水対策については、北部ル

ート事業が今年度中に完成とな

ることが報告されたが、完成後

には、これまでの投資に対する

効果についても検証をお願いし

たい。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

ストップすると上下水道は機能不全に陥ります。自家発電設備

があったとしても数日しかもたず、長期の停電に対して極めて

脆弱です。危機管理をさらに強化する観点からいえば、大規模

災害が発生し、通常の電力供給の短期的復旧が見込めない場合

にどのような形で上下水道を機能させるかについても考えてお

くべきではないかと思います。 

・危機管理を強化する方向性として、地震対策や浸水対策のほ

か、災害時の想定と連携管理を一層強化していくべきであると

感じる。 

・危機管理の強化を目指し、災害発生時には迅速な活動が可能

となるようにお願いします。 

２ 

管・施設を

効率的に運

用する。 

Ａ評価 Ａ評価 １５人 Ａ評価 

この政策を構成する「管・施設の老

朽化対策」及び「施設の効率化」の２

つの施策は、全て４年間の目的が達成

されている。以上のことから、お客さ

まが将来にわたって上下水道を使い続

けられるよう、管・施設の改築を行

い、水需要に即した施設規模の適正化

に努めることで、管・施設を効率的に

運用していく政策が一定程度実現され

ているため、評価は「Ａ」とした。 

２－① 評価の総括 

・計画どおりの成果が出ている。 

・「管・施設の老朽化対策」、「施設の効率化」の２つの施策

ともに、第３次中期経営計画のスタート当初は、計画比の遅れ

があったが、最終的にはほぼ計画どおりの実績を上げており、

政策が一定程度実現されていることから、「Ａ」評価としま

す。 

・２つの施策が４年間の目的を達成している。管・施設の運用

が効率的になされていることを評価する。 

・４年間で、水道、下水道、ともに管や施設の老朽化対策の目

標を達成できたこと、施設の効率化に向けて、基本方針が決定

【評価の総括】Ａ 

政策を構成する２つの施策

は、第３次中期経営計画のスタ

ート当初は遅れが出た事務事業

もみられたが、４年間の通期と

しては、ほぼ計画どおりの達成

となり、「管・施設を効率的に

運用する」政策の目的が一定程

度実現されていると判断し、

「Ａ」評価とする。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

されたことから、Ａ評価としました。今後は、人口減少や、よ

り加速していく老朽化現象を見据えながら、最も効果的な政策

を考えていただきたいと思います。 

・アセットマネジメント手法が効率的に進んでいる 

・「管・施設の老朽化対策」及び「施設の効率化」の施策につ

いては目標を達成できており、評価できる。しかし最近の想定

外の災害を見るに、老朽化対策の加速が必要と感じる。 

・この政策を構成する施策の全てが目的どおり達成しているこ

とから、評価は「Ａ」とします。 

・すべての事業に対し、工期、目標値をクリアして中長期計画

を更新されています。老朽化の水道管等はすばらしい達成であ

る。 

・水道管の更新については着実に実施されており、水道管につ

いては第４次中期経営計画につながる検討が委員会でも積極的

に議論されアセットマネジメントに対する積極的な取組ができ

ている。 

・自己評価同様にほぼ目標達成できていると判断しました。 

・水道管の更新、下水道管・下水道施設の改築については過去

４年間に進捗の遅れもみられましたが、最終的にはかなり遅れ

を取り戻していると思います。災害対策と並んで老朽化対策は

喫緊の課題ですので、着実な実現を期待します。 

・管・施設の老朽化対策、効率化において目的が達成されてお

り、管・施設を効率的に運用することができていると評価でき

る。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・管や施設の老朽化に対応でき、将来にわたり上下水道を使い

続けることができること、また施設の効率化により、維持管理

費の軽減ができることが可能になったのはよかったです。 

【評価できる点】 

水道の老朽化対策では、管の

耐用年数を法定よりも長い平均

83 年と定め、今後対策を進めて

いくとの報告があったが、こう

した、難度の高い作業を実施し

結論を導き出していくなど、ア

セットマネジメントに対する強

い熱意と積極的な取組を評価し

たい。 

下水道の老朽化対策では、管

の改築など、当初の遅れを大き

く取り戻し、４年間では、ほぼ

計画どおりの実績を上げられた

ことを評価する。 

２－② 評価できる点 

・老朽化対策が計画的に行われていること。 

・下水道管の改築など、当初の遅れを大きく取り戻し、ほぼ計

画どおりの実績を上げたことが評価できます。 

・計画的な運用がなされそれぞれ成果を上げている。 

・前半での遅れをカバーし、最終的には、スピード感を持って

管や施設の更新が進んだことを評価します。 

・老朽化した管施設の更新の達成が顕著である。計画を越える

達成率は評価できる。 

・計画どおり実施することに努力している姿が見える。 

・計画どおりの進捗が図られたこと。 

・使用年数を超える水道管を計画に基づき、交換を実施し

100％近い実施率を上げている。布設 80年以上の陶管、コンク

リート管の改築に 100％の成果をみている。 

・水道管の耐用年数を平均 83年と定めるなど、難度の高い作業

を実施して結論を得ておりアセットマネジメントに対する強い

熱意が感じられる。 

・管、施設などの老朽化は把握されていて、報告されている内

容から、適正に更新が進んでいるのかなと思われる。 

・政策目的達成のための施作目標がおおむね達成できている。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・一部の事業が未実施となりましたが、その他の事務事業は計

画どおり達成できたことに評価します。 

【改善すべき点】 

人口減少は、これからさらに

進むと考えられるため、現在の

更新計画の目標や進捗状況等の

妥当性は、たびたび検証する必

要がある。 

施設規模の適正化について

も、ダウンサイジングを考えた

施設の再構築や現有施設の有効

活用を検討することも重要であ

る。 

また、市民は、上下水道とも

に、管などの施設のほとんどが

地中にあることから、施設が老

朽化している状況を、ほとんど

認知していないと考えられるた

め、これまで以上に積極的な情

報発信が必要である。 

２－③ 改善すべき点 

・水需要に即した施設の小規模化・統廃合については、「第４

次中期経営計画」の実施において、ダウンサイジングが具体的

に見える形での成果を期待します。 

・人口減少に見合った方向性とスピード感。 

・今後、ますます管や施設の老朽化が進んでいく中、漏水事

故、道路陥没、施設の崩壊などの事故も増えることが想定され

ます。それらを未然に防ぐために、より綿密な調査により、優

先度の高いエリアからの工事の実施と工事を加速化する計画を

お願いしたいと思います。 

・想定外を考慮した施策の加速。 

・次期計画に盛り込まれているが、水道管の更新については、

様々な方法により更新ペースを速める取組みに努めていただき

たい。 

・ダウンサイジングを踏まえた施設の再構築や現有施設の有効

活用をお願いします。 

・上下水道ともに、管などの施設のほとんどが地中にあり、老

朽化している状況に対する市民の認知度が低いと思います。こ

れまで以上に積極的な情報発信が大切だと感じます。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・漏水対策は管の老朽を含め、計器等による検査も時間の掛か

る問題である。調査をする時は、検査員を多くすることも必要

と思われますが。 

・人口減少はこれからさらに進むとみられるが、現在の計画で

もやや甘いと思われる点も見られるので、再吟味が必要である

と思われる。 

・できるならばスピードアップが望ましい。 

・老朽化の対策工事等はまだ先が長い施策であるため、進捗状

況等の妥当性は度々検証する必要性が生ずる。施設の適正化に

ついても、考えている適正が正しい方向であるかの検証は必要

である。 

・全て達成されていますが、できることは先に進めてくださ

い。 

【今後の方向性】 

上下水道ともに施設の規模に

ついては、今後の水需要の減少

を見込んだうえで、十分に検討

していく必要がある。 

管については、地域ごとの老

朽化の実態についても検証する

ことが必要である。 

水道については、管路更新率

が、過去５年間の実績で約 0.5

２－④ 今後の方向性 

・限られた財源を有効に活用するため、緊急性、重要性を適確

に判断し、コスト縮減を意識し進めてほしい。 

・水道管の管路更新率は、５年間の実績で約 0.5％（13km／

年）と全国平均を下回り、管路の経年化が進んでいます。管路

の法定耐用年数を 40 年から 83年へと切り替えることで、従来

の管路更新の必要距離を短縮するようですが、地区ごとに今後

の老朽化の実態をよく検証するとともに、更新ペースを上げる

必要があると考えます。 

・想定外への対応をも視野に入れ、老朽化対策を加速させる。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・静岡市は、広いエリアにまたがっており、地域によって環境

も異なっています。今後の人口減少を踏まえて、老朽化対策、

施設の小規模化や統廃合をしていくに当たり、時間や費用対効

果など、総合的に考えた上で、各事業をどのように進めるのが

ベストなのかを精査し、効率化を図るとともに、どのような環

境にいる市民にも平等に、安定した水の供給ができるよう、対

策を考えていただきたいと思います。 

・財政がひっ迫するなかで、この分野の役割は重要である。今

後もこの調子で事業を展開してください。 

・老朽化した上水管の更新を優先する。 

・水需要に即した施設規模の適正化を十分に検討した上で、必

要な水道管・水道施設の更新・改築に努めていただきたい。な

お、施設規模の適正化に当たっては、関係市長部局と協議の上

で検討していただきたい。 

・各種問題はありますが各都市等を含め検討して対応してくだ

さい。 

・管や施設の効率的な運用は人口動態や都市計画などの社会情

勢にも左右され水道局単独で達成することは難しいと思われ

る。特に市街地辺縁部の住宅地など今後衰退の恐れが強い地域

について市全体でどうするかを早めに決める必要があり、水道

経営の観点から市の行政全体に情報発信を行うことが必要であ

ると考える。 

パーセント（13 キロメートル／

年）と全国平均を下回り、管路

の経年化の進行に対し対策が遅

れているため、更新ペースを速

める取組が特に重要である。 

今後は、将来にわたり上下水

道を使い続けることができるよ

う、人口減少や、より加速して

いく施設等の老朽化を見据え

た、最も効果的な政策内容を検

討していくようお願いしたい。 

「管・施設を効率的に運用す

る」政策は、将来の人口動態や

都市計画などの社会情勢に左右

され、上下水道局単独で達成す

ることは難しい。将来的なコン

パクトシティ化について、市全

体でどうするかを早期に決定し

ていく必要があり、その中で上

下水道事業としては、経営の観

点から、市の行政全体に対して

情報発信を行っていくことも必

要ではないか。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・これまでどおり、管理を徹底し、計画どおりの事業展開を期

待します。また個人の敷地内での漏水問題の解決策などは市民

の水管理への関心を高める努力も期待したい。 

・コストの観点から、今後の水需要の減少を見込んだ管・施設

の規模を十分にご検討ください。また、静岡市の上下水道事業

の持続可能性を考えると、将来的なコンパクトシティ化につい

て、上下水道局としても関心を高めていくべきではないかと思

います。 

・水需要に適した施設規模の適正化について今後の変化に注意

する必要があると思われる。 

・施設の統廃合等で、効率化や維持管理費の軽減を図っていた

だきたい。 

３ 

環境への負

荷を軽減す

る 

Ａ評価 Ａ評価 １５人 Ａ評価 

この政策を構成する「水環境の保

護・改善」、「温暖化対策」及び「資

源のリサイクル」の３つの施策は、全

て４年間の目的が達成されている。以

上のことから、上下水道に係る水環境

を守り、自然エネルギーの活用や資源

のリサイクルの推進等に取り組むとと

もに、一層の省エネルギー化を図り、

環境への負荷を軽減していく政策が一

３－① 評価の総括 

・計画どおりの成果が出ている。 

・いずれの施策も計画どおりの実績を上げており、政策が一定

程度実現されていることから、「Ａ」評価とします。 

・３つの施策全てにおいて４年間Ａ評価と、目標目的全て達成

されている。 

・環境への取組が、積極的に行われていることは、素晴らしい

ことだと思います。そのような取組がされていることを、市民

にもっと積極的にアピールすべきだと思います。 

【評価の総括】Ａ 

政策を構成する３つの施策

は、全て４年間では目標を達成

していることから、「環境への

負担を軽減する」政策の目的が

一定程度実現されていると判断

し、「Ａ」評価とする。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

定程度実現されているため、評価は

「Ａ」とした。 

・今や環境問題は地球規模の課題である。目にふれることが極

めて少ないが、確実に事業を継続してほしい。下水はＡに値す

る。 

・環境への負荷を軽減するということであるが、水資源の源で

ある水源涵養林の保護育成に力を入れてほしい。 

・この政策を構成する施策の全てが目的どおり達成しているこ

とから、評価は「Ａ」とします。 

・下水道関係には様々な外部問題が出てきますが計画に基づき

成果を上げています。地域における公共下水の在り方をしっか

り説明されています。水洗問題においても同様取り組まれての

成果が出ています。 

・全般的に数値目標の設定が難しい事務事業が多く、効果測定

も容易ではないが委員として得られる情報を見る限りでは環境

負荷の軽減に一定の効果が上がっていると思われる。 

・自己評価同様にほぼ目標達成できていると判断しました。 

・今後も計画に沿った着実な実現をお願いします。 

・水環境の保護・改善や温暖化対策、資源のリサイクルの目的

がすべて達成できていることから環境への負荷を軽減する政策

は達成できていると評価できる。 

・全ての事業でおおむね達成されていますが一層の省エネルギ

ー化を図っていただきたい。 

【評価できる点】 

自然エネルギーの利用拡大、

省エネルギーの推進などによる

３－② 評価できる点 

・整備の進捗、水洗化戸数の増加は環境改善のみならず収益の

増加にもつながる。リサイクルの先進的取組。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・「水洗化戸数の増加」など、個別にみた事務事業の中には、

「ｓ」評価もあり、「環境への負荷軽減」は良好な水準を維持

していると言えます。 

・積極的な取組により、目標どおり、それを上回る成果を上げ

ている。 

・水環境の整備、環境への取組が積極的にされていることを評

価します。 

・計画目標ラインに達し、実績があった。 

・水環境の根本保護というべき「水源涵養林の維持管理」で

す。 

・計画どおりの進捗が図られたこと。 

・自然エネルギーの利用拡大や省エネルギーの推進などのよる

温室効果ガス削減の取組や、下水汚泥を再生資源として有効利

用する取組などを評価します。 

・自然エネルギーを多く活用されていますが、すべてを自然エ

ネルギーに切り替えるよう努力してください。 

・採算を過度に重視せずに環境負荷の低減に取り組んでいる

点。 

・汚泥はじめリサイクル資源の活用が目標達成できているか

ら。 

・全ての施策において目的が達成されており自然保護、省エネ

ルギー等推進できている。 

温室効果ガス削減の取組、下水

汚泥を再生資源として有効利用

する取組など、採算を過度に重

視せずに環境負荷の低減に取り

組んでいる点について評価した

い。 

一方、水洗化戸数を増加させ

ることは、環境の改善のみなら

ず、収益の増加にもつながる取

組としても評価できる。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・水環境の保護･保全、リサイクル率の向上は計画どおり達成さ

れたことに評価します。 

【改善すべき点】 

「環境への負荷の軽減」の政

策を構成する施策や事務事業に

ついては、効果を測定するため

の的確な指標の設定の検討が課

題と考えられる。効果測定のベ

ンチマークについての情報収集

や研究が必要である。 

また、小水力発電や太陽光発

電の効果（発電量や自然エネル

ギーの導入により軽減された経

費など）が、どのくらいあるの

かの数値的な検証も必要であ

る。 

一方で、上下水道の事業運営

が、自然エネルギーの活用な

ど、環境に配慮していることに

ついての、市民への周知が不足

しているため、積極的に広報を

していく必要がある。 

３－③ 改善すべき点 

・個別にみた事務事業の中で、唯一「ｂ」評価となった「省エ

ネルギー対策」における低排出ガス車への切り替えについて

は、廃車などを含めて使用の実態に即した見直しをお願いしま

す。 

・小水力発電や太陽光発電の効果（発電量や自然エネルギーの

導入により軽減された経費など）が、どのくらいあるのかを数

値的に実証した上で、市民にもアピールし、今後の計画に繋げ

ていただきたいと思います。 

・自然エネルギーとしてソーラー発電が導入されているが、そ

の弊害についてはもっと考慮が必要。 

・自然エネルギーの活用など、上下水道が環境に配慮した事業

運営をしていますが、市民への周知が不足しているため、積極

的な広報が必要だと感じます。 

・予算における問題も多くありますが、すべての省エネ対策を

考慮して取り組む必要がある。 

・効果の測定が難しいため、効果測定のベンチマークについて

情報収集や研究が必要。 

・自然エネルギーの活用など今後ますます実施されるよう研究

を重ねてお願いします。また水力発電の活用も拡大できること

に期待します。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・温暖化対策のための省エネルギーとして持続的に何ができる

か、資源のリサイクルの方法等、一層のエネルギー対策を検討

してほしい。 

・車両更新の実績がやや不足していますので、省エネルギー化

を進めてください。 

【今後の方向性】 

 上下水道事業は、装置産業で

あり、各種取組が環境負荷へ与

える影響は大きい。加えて、温

暖化対策は、世界的に要求され

るレベルが高くなる傾向にあ

り、こうした流れを意識したう

えで事業を進めていく必要があ

る。今後は、こうした高い要求

に対し、費用対効果も考えたう

えで取り組むようお願いした

い。 

また、省エネルギー対策は、

短時間で大幅な効果は見込まれ

ない。新技術の研究とともに、

施設更新（機器の更新）の効果

を積み上げていくことが必要で

はないか。 

３－④ 今後の方向性 

・省エネについては、短時間で大幅な効果は見込まれない。新

技術の研究とともに、施設更新（機器の更新）の効果を積み上

げることも必要。 

・一層の「環境への負荷軽減」を目指し、引き続き、良好な水

準を維持するよう努めてください。 

・費用対効果を踏まえつつ、多方面から積極的な環境負荷の軽

減に努める。 

・「水を使う」という行為は、大自然の営みも含めた水環境の

一部であることを、市民一人ひとりが意識することで、水への

理解がより深まり、結果的に事業への理解と協力も得られるの

だと思います。水環境について、市民が学ぶ機会を広く作るこ

とが大切だと思います。 

・現状の基調を維持されたい。 

・最も注力していただきたいのは、「水源涵養林の維持管理」

です。すべての根源です。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・水道事業は装置産業であり、各種取組が環境負荷へあたえる

影響は大きいが、費用対効果を踏まえた上で取り組んでいただ

きたい。 

・静岡市で行っている４Ｒ運動の一つであり環境問題に大きな

影響が出てきます。リサイクルを始めすべてを見直し取り組ん

でください。 

・温暖化対策について、世界的に要求されるレベルが高くなっ

ており、こうした流れを意識しつつ施策、事務事業に落とし込

んでいく必要がある。 

・環境保護を考慮した取組で事業の拡大を切望します。 

・引き続き環境への負荷を軽減させるための諸施作を推進して

取り組んでほしい。 

・下水汚泥の燃料化によるエネルギー資源の活用とともに温室

効果ガス排出量の低減化を進めていただきたい。 

「水を使う」という行為は、

大自然の営みも含めた水循環の

一部である。このことを、市民

一人一人が意識することで、水

への理解がより深まり、結果的

に事業への理解と協力も得られ

る。水の環境について、市民が

学ぶ機会を広く作っていくこと

も必要ではないか。 

さらに、水源涵養林の維持管

理についても、今後、注力して

いくようお願いしたい。 

４ 

お客さまサ

ービスを向

上させる 

Ａ評価 Ａ評価 １５人 Ａ評価 

この政策を構成する「安全でおいし

い水の安定的な供給」、「簡易水道事

業などとの統合」、「接客・窓口サー

ビスなどの充実」及び「市民参画の推

進」の４つの施策は、全て４年間の目

的が達成されている。以上のことか

ら、お客さまに対して安全でおいしい

水を安定的に供給するとともに、サー

４－① 評価の総括 

・目標が達成されている。 

・いずれの施策も計画どおり、若しくは計画を上回る実績を上

げており、政策が一定程度実現されていることから、「Ａ」評

価とします。 

・４つの施策全てにおいて、４年間の目的が達成されている。 

【評価の総括】Ａ 

政策を構成する４つの施策

は、全て４年間では目標を達成

していることから、「お客さま

サービスを向上させる」政策の

目的が一定程度実現されている

と判断し、「Ａ」評価とする。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

ビスの均一化を図るための市営簡易水

道との統合、多様化・高度化するお客

さまニーズの的確な把握と迅速な対

応、様々な関係者との連携や信頼関係

のもとでの事業推進、そして、わかり

やすい内容による積極的な広報活動に

努めることでお客さまサービスを向上

させていく政策が一定程度実現されて

いるため、評価は「Ａ」とした。 

・安全で、安定した水の供給ができるよう、水道管や水道施設

の整備が進められています。また、利用者に対するサービス向

上に向けての積極的な取組もされていることを評価します。 

・水道料金の値上げについてこのジャンルは極めて大切であ

る。サービスについては、特にクレームも聞いていない。更な

るサービス向上に努め、市民の水道事業の理解につなげてもら

いたい。 

・お客様サービス面としては安定した水の供給が可能というこ

とが最優先です。安全でおいしい水が供給できるように努力さ

れていることが認められる。 

・この政策を構成する施策の全てが目的どおり達成しているこ

とから、評価は「Ａ」とします。 

・効果の測定や評価基準が見えにくく確認も難しい。お客さま

が、実際どう感じているのかを確認しながら事業を進めていく

ようにお願いします。 

・施設整備について配水ブロック整備など実施高層マンション

などは直結直圧給水など直結化された。また、水質監視におい

ては、監視装置を更新し充実した体制を行っています。また、

鉛製給水管についても使用箇所の約 43％となり、続けて更新を

していかれます。 

・全般的には積極的な施策が打たれ、事務事業も順調に推移し

ていると思われ、利用者に対するサービスの向上は一定程度図

られていると評価できる。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・自己評価同様にＡ評価にしましたが、Ａマイナス点もありま

す。 今回のクレジットカードや先の料金の値上げ問題などで

幾人かの知人にも尋ねたが、サービスや水道設備、管理につい

ての市民の意識が低すぎると感じました。今後はサービス提供

とともに顔の見える広報事業を展開してもらいたい。 

・今後も計画に沿った着実な実現をお願いします。 

・安全で質の良い水の安定供給や簡易水道事業との統合、窓口

サービスの充実、市民参画の推進の目的が達成されていること

からお客様サービスを向上させることができていると評価でき

る。 

・４つの施策の全てが目的を達成されました。計画どおりの成

果が出たことに評価します。 

【評価できる点】 

安全でおいしい水の安定供給

は、特に市民から求められてい

る項目であり、そこについては

徹底されている点を評価した

い。 

また、中山間地に点在する 16

の簡易水道の統合を実現したこ

とは、同一市域内の水道サービ

スの公平性の観点から評価でき

る。 

４－② 評価できる点 

・安全安心に寄与する施策が確実に実行された。協議会で幅広

い分野の意見を反映している。 

・「水道管の整備・充実」、「直結給水サービスの拡大」な

ど、個別にみた事務事業の中には、「ｓ」評価もあり、「お客

さまサービスの向上」は良好な水準を維持していると言えま

す。 

・お客様ファーストの考えが浸透し、サービスの向上が図られ

ている。 

・全ての事業で、目標、又は、それを上回る成果が出ているこ

とを評価します。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・マンホールの図案”まる子ちゃん”のカード配布など子ども

にまで事業のことを知ってもらうチャンスを作り、夏のイベン

トも人気である。 

・安全でおいしい水の安定的な供給。 

・計画どおりの進捗が図られたこと。 

・中山間部に点在する簡易水道の統合は、市域内の水道サービ

スの公平性の意味からは良かったと思います。 

・簡易 16水道の統合も計画どおり達成できた。料金支払いの利

便性については、人それぞれ異なりどの方法が良いかは決めか

ねる点はありますが。 

・「安全でおいしい水の安定的な供給」については高いレベル

で実現できていると思われる。 

・目標を達成している。 

・安全でおいしい水の安定供給は特に求められている項目であ

り、そこが徹底されている点で評価できる。ニーズへの対応の

検討も怠らず検討しており、市民参画への推進も効果的にでき

ている。 

・目標以上の成果が出たことに評価します。 

広報活動については、さくら

ももこさんより寄贈された「ち

びまる子ちゃん」デザインマン

ホールを積極的に活用し、ま

た、そのマンホールカードを配

布するなど、子どもたちにも事

業のことを知ってもらうチャン

スを作っていることや、夏に開

催している「上下水道フェア」

などのイベントも工夫を凝らし

人気を得ていることなどについ

て評価したい。 

【改善すべき点】 

上下水道事業の取組内容が、

市民に効果的に伝わっていない

ことが残念である。 

特に水道事業においては、安

定した水が常に供給可能である

 ４－③ 改善すべき点 

・特に指摘する点はありませんが、多くの市民との接点となる

「広報」については、コンテンツ（わかりやすさなど）や、多

様な媒体の活用（マスメディア、双方向のＳＮＳ）など、一層

の工夫をお願いします。 

・鉛管の早急な更新に努める。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・素晴らしい取組の内容が、市民に効果的に伝わっていないこ

とが残念に思います。より広く、わかりやすい広報の形を見出

していただきたいと思います。 

・料金支払いの利便性の向上ということですが、クレジットカ

ード決済については再考願います。 

・料金支払の件はいろいろありますが各家庭により事情がある

ため検討する必要があります。 

・「あって当たり前」の感覚が強い水道事業に対し市民に関心

を持ち続けてもらうことは容易ではないが、市民参画の推進に

ついてはもう少し進めたいところである。 

・評価がお客様サービスと理解度とのギャップ改善。 

・市民参画の推進について、水道事業に係る案件に興味がない

人にどのように広報していくか、情報の周知のためにも工夫が

必要である。 

・料金支払の利便性についてしっかり検討する必要があると思

います。 

ことが最優先ではあるが、その

ことに対する市民の認識につい

ては決して高いとは言えない。 

「あって当たり前」の感覚が

強い上下水道事業に対し、市民

に関心を持ち続けてもらうこと

は容易ではない。上下水道事業

に興味がない市民も多くいる中

で、どのようにしたらわかりや

すい広報ができるのかについ

て、一層の工夫が必要である。 

加えて、「お客さまサービス

を向上させる」政策を構成する

事務事業は、効果の測定や達成

の確認が難しく、市民が実際に

どう感じているのか、確認する

手段の検討が課題となる。 

料金等支払の利便性について

は、しっかり検討する必要があ

る。 

【今後の方向性】 

 お客様サービスの向上につい

ては、利用者の利便性の向上等

 ４－④ 今後の方向性 

・多様な支払い方法のメリット、デメリットの研究。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・本協議会に求められる責務として、事業経営の適正チェッ

ク、事業進捗の評価基準の妥当性や事業計画の妥当性の評価な

どについて、市民の関心は高まっています。この中で、事業計

画については所与のものとして、その妥当性についての評価の

対象ではありませんが、耐震化などの事業スピードをみると、

事業計画の妥当性についてもヒト・モノ・カネの面からの十分

な説明をお願いしたいと考えます。 

・「静岡の水は安心安全でおいしい」を前面に打ち出し、市民

に分かりやすい内容でサービスの向上に努める。 

・利用者に対するサービスの充実や市民参画の推進に関して

は、一方的に事業を進めるだけでなく、利用者からのフィード

バックを受けて、更なるサービス向上につなげていく取組が必

要だと思います。 

・３Ｆのショールームを静→動の展示にして、子どもも大人も

みて楽しいものにしたらよいのでは。 

・あらゆる面での積極的な広報活動を進めてほしい。 

・お客様サービスの向上に資するためにも、住民目線での広報

活動に取り組んでいただきたい。また、サービスの向上により

経営状況が悪化することのないよう、費用対効果を踏まえた上

で取り組んでいただきたい。 

・上下水道事業を取り巻く状況について、さまざまなステーク

ホルダーに積極的な情報提供をすることが大切だと思います。

特に市民に対して、より一層事業の理解を図ることができれ

は重要な要素ではあるが、公平

性を失わない形で実現していく

必要がある。 

安心、安全でおいしい水の安

定的な供給、安全で高品質な水

の安定供給は水道事業の本来の

使命であり、今後も徹底してい

くようお願いしたい。 

事業計画の妥当性について

は、評価の対象ではないが、耐

震化などの事業スピードをみる

と、ヒト・モノ・カネの面から

の十分な検証もお願いしたい。 

一方で、広報については、パ

ブリシティ（プレスリリースな

どを通じてメディアに報道とし

て上下水道に関する内容を取り

上げてもらうこと。広告料金を

払わずに、結果として広告の効

果が得られるような記事、番組

を作るよう働きかけること。）

の強化が必要である。上下水道

事業を取り巻く様々なステーク

ホルダーに対して、事業の現状
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

ば、信頼関係の構築につながり、料金改定など市民に対し負担

を求める際にも、スムーズに進むのではないかと思います。 

・広報活動も理解しやすく書かれていますが市民全員が読むよ

う、また、高齢者に対応できるよう重ねてお願いします。一目

で理解できるように、枚数は少なくする。 

・金融に関する変化が激しいことや、国際化の進展を考慮する

と料金収納については柔軟な対応が必要になってくると考えら

れる。経営環境が厳しくなるため市民各層が「自分ごと」とし

て意識してもらうことが望ましい。 

・市民呼びかけのイベントなど双方向の情報収集も務めてもら

いたい。 

・お客様サービスを向上させることにおいて、利便性の向上等

は重要要素ではあるが、公平性を失わない形で実現してほし

い。安全で高品質な水の安定供給は今後も徹底をお願いしま

す。 

・お客様ニーズを適格に把握し迅速に対応し、サービス向上に

努めるとともに安心･安全な水を安定的に供給できるように努

めてください。 

を、これまで以上に積極的に情

報提供をすることが大切で、特

に市民に対しては、事業を理解

してもらい、興味を持ってもら

うことが、信頼関係の構築につ

ながり、ひいては、料金改定な

どさまざまな施策の推進も、円

滑に進むのではないだろうか。 

５ 

信頼される

経営を確立

する 

Ａ評価 Ａ評価 １５人 Ａ評価 

この政策を構成する「業務の効率

化」、「職員の技術習得」、「財政の

健全化」及び「新たな視点に立った上

５－① 評価の総括 

・目標が達成されている。 

・いずれの施策も計画どおりの実績を上げており、政策が一定

程度実現されていることから、「Ａ」評価とします。 

【評価の総括】Ａ 

政策を構成する４つの施策

は、全て４年間では目標を達成

していることから、「信頼され
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

下水道事業の展開」の４つの施策は、

全て４年間の目的が達成されている。

以上のことから、将来にわたって安定

的に事業を継続するとともに、より効

率的・効果的な各政策の実施、機能的

な組織づくりと人材育成、知識・技術

の継承等を推進することで信頼される

経営を確立していく政策が一定程度実

現されているため、評価は「Ａ」とし

た。 

・４つの施策全てにおいて４年間の目的が達成されている。 

・４つの施策全て、「信頼される経営を確立する」ための目的

が達成されているため「Ａ」評価としました。上下水道局庁舎

ができたことで、水道事業、下水道事業の連携が取れ、より効

果的で、良質な経営とサービスに繋がることを期待します。 

・計画どおりの成果。 

・安定的な事業継続のために長期的計画も作られその実施のた

めの基盤整備もできている。新たな視点に立った上下水道の展

開に期待する。 

・この政策を構成する施策の全てが目的どおり達成しているこ

とから、評価は「Ａ」とします。 

・信頼される水道事業を目指し、経営についての検討を重ね取

り組まれています。特に技術の習得には力を注ぎ職員の交流に

積極的に上下水道を一括しています。継続することです。 

・職員の技術伝承や財政の健全化には真摯な取組が見られ、信

頼される経営の確立に寄与が認められる。一方、新たな視点に

立った上下水道事業の展開という点においては、急速に進歩し

ている情報技術の導入などについてもう少し積極進取な取組が

あってもよいのではないか。 

・自己評価どおり評価しました。 

・今後も計画に沿った着実な実現をお願いします。 

・業務の効率化や職員の技術習得、財政の健全化、事業の新展

開の検討などが効果的に行われており、信頼される経営を確立

できていると評価する。 

る経営を確立する」政策の目的

が一定程度実現されていると判

断し、「Ａ」評価とする。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・４つの施策の全てが目的を達成されましたが。今後も健全な

経営を行ってください。 

【評価できる点】 

安定的な上下水道事業の継続

のための人材育成と財政基盤の

健全性が保たれていることを評

価する。 

職員の技術伝承や財政の健全

性の維持など、真剣な取組を見

ることができ、信頼される経営

の確立への貢献が認められる。 

水道事業については、第３次

中期経営計画の外部評価を受

け、事業基盤の強化を図るた

め、料金の改定の議論をはじめ

とする取組を進めることにした

ことを評価したい。 

下水道事業については、経営

の健全性が維持されていること

を評価したい。 

５－② 評価できる点 

・技術伝承を体系的に組織全体で取り組んでいる。特にナレッ

ジバンクは有効と思う。 

・「企業債残高の適正な管理」など、個別にみた事務事業の中

には、「ｓ」評価もあり、「信頼される経営を確立する」は良

好な水準を維持していています。 

・水道料金の値上げについて多方面にわたり熱心な議論が行わ

れた。 

・安定的な事業の継続のための人材と財政の健全性が保たれて

いることを評価します。 

・きめ細かな業務の見直し。組織の再編。 

・機能的な組織づくりを繰り返される統合に対して適切にされ

ている。 

・計画どおりの進捗が図られたこと。 

・水道事業については、第３次中期経営計画の評価を受けて、

基盤の強化を図るための取組を進めることにしたことは、評価

したいと思います。 

・下水道事業については、経営の健全性が維持されていること

を評価したいと思います。 

・常に技術の継続について考え人材育成に努めており、企業経

営の基本を順守しています。企業債においては、企業債残高に

頼らない管理を実施しています。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・職員の技術伝承や財政の健全化には真摯な取組が見られる。 

・人口減少などの収入減問題などを掌握した上での財政を適正

には運用できていると評価しました。 

・職員の技術の習得や技術の情報収集は効果的に行われてい

る。財政の基盤も適正管理できている。 

・全ての施策が達成できたことに評価します。 

【改善すべき点】 

上下水道事業は、ともに現在

の経営状況は良好と考えられる

が、水道事業については、料金

改定の必要性についての説明を

聞くと、これまで以上に投資を

していかなければ、水道サービ

スを続けることができないとい

うことであるため、老朽化対策

などを加速した後も、健全経営

を保っていくことができるかが

課題となる。 

そして、そのためにも財政計

画の定期的な見直しと、その内

容の公表は重要である。 

５－③ 改善すべき点 

・特に指摘する点はありません。 

・水道料金の値上げについて、どのようにしたら市民の理解を

得られるか、安定した収入につなげられるのか先の先までを見

通して策を練る。 

・業務の効率化や経費の削減を図りつつ、常に的確な人材と人

員配置がされ、適正な業務がなされているのかの検証をお願い

します。 

・プロパー職員と指定管理者のスタッフとのばらつきをどのよ

うに調整していくのか。（プロパーは各種研修が充実している

ようですが、他のスタッフとはギャップがないか？） 

・財政計画の定期的な見直しとともにその内容の開示が必要。 

・次期計画では、管路更新のペースを従前より早めるとのこと

ですが、その際には技術継承がしっかりと行われる体制で取り

組んでいただきたい。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

・上下水道の業務は多岐にわたり、専門的知識や技能を有する

職員の適切な配置が不可欠となるため、職員の育成や技術の継

承は、これまで以上に積極的に行う必要があると思います。 

・現在の経営状況は良好といえますが、水道料金改定の説明を

聞くと、これまで以上に投資をしていかなければ、水道サービ

スを続けていけないということなので、これから老朽化対策な

どをスピードアップしたときに、健全経営が保っていけるのか

が課題です。 

・４年間の料金の見直しについて、すべての環境の変化がある

中では如何なものであるか。今後は人口減少、高齢化に伴う方

向性を検討してください。 

・情報技術の導入などについて積極的な対応が打たれていない

点。 

・システム管理の人工知能の活用や工事管理などの技術員は日

本人の若者の担い手を増やしてほしい。未収金の問題解決。 

・信頼される経営の確立のためにも、新たな事業展開を行って

いる浜松市の動向は詳しくみておいて良いと思われる。 

・今後も、財政の健全化に務め、経費節減に努めてください。 

また、上下水道の業務は多岐

にわたり、専門的知識や技能を

有する職員の適切な配置が不可

欠となるため、職員の育成や技

術の継承は、これまで以上に積

極的に行う必要がある。 

さらに、情報技術の導入など

についても、積極的な対応を打

っていくことが必要ではない

か。 

【今後の方向性】 

アセットマネジメントについ

ては、管や施設の耐用年数の見

直しにとどまらず、人口減少時

代に向けて、「統合」、「廃

５－④ 今後の方向性 

・人材育成、技術伝承を外部にもアピールして、必要な職員定

数を維持する。 

・アセットマネジメントについては、設備（管路）の耐用年数

の見直しにとどまらず、人口減少時代に向けて、「統合」、
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

「廃止・売却」、「多用途化」等々、幅広い視点からの検討を

お願いします。 

・更なる人材育成と最適な人員配置・機能的な組織づくりに努

める。安定した収入確保について、今後も常にマネジメントし

ていく。 

・今後、ますます「お金が足りない」「人が足りない」「時間

が足りない」「サービス向上に向けての需要が高まる」という

状況が拡大していく中で、この政策の重要度は増していくと思

います。適切な職員数の配置と技術の継承で、安定的な事業継

続に繋がるようお願いしたいと思います。 

・水は市民の健康の源である。その業務を毎日円滑に進めてい

く上下水道局には日々感謝です。市民の期待を背負って更なる

おいしい水を提供してください。 

・財政の安定化のためには支出を抑えることが必要であり、そ

のための技術確保（老朽化管の材料の選択、更新のための工法

技術取得）を急ぎ、安く更新を実施する。 

・信頼される経営を確立するため、費用対効果を踏まえた事業

執行に努めていただくとともに、将来へ向けた投資としての人

材育成にも努めていただきたい。 

・これからは広域化を含め情報の共有化経営戦略について検討

をすることも必要があります。 

・人口減少による収入源、労働力不足を補うためには情報技術

の取り込みについてもう少し積極的になってもよいと思われ

止・売却」、「多用途化」

等々、幅広い視点からの検討を

進める必要がある。 

将来に向けた投資と財政の安

定を両立するためには、これま

で以上に支出を抑制する工夫が

必要であり、そのための技術確

保（老朽化管の材料の選択、更

新のための工法技術取得）を急

ぐことも必要である。 

また、それらを担う人材育成

にも努めること。 

さらに、人口減少による事業

収入の減少や労働力不足を補う

ために、情報技術の取り込みに

ついて、もう少し積極的に進め

る必要があるのではないか。 

加えて、水道事業、下水道事

業ともに、経営の基盤強化を図

るためにも、広域化、広域連携

についても様々な枠組みで検討

し効率化を図っていく必要があ

る。 
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政策名 内部評価（上下水道局の自己評価） 外部評価（各委員の評価） 外部評価 まとめ(案)

る。できれば需給の最適化ができるような仕組みを構築し、施

設・設備の最適化につなげてほしい。 

・単に繰り返すだけの運用ではなく、遠い先の子どもたちの未

来の水資源を守るための画期的な企画案も立ててほしい。 

・業務の効率化や財政については、今後の需要の変化に対応し

ていかなければならない。広域化についても様々な枠組みで検

討し効率化を図ってほしい。 

・各種研修に積極的に参加しているようですが、得た知識が生

かされるように努力してください。 


