
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

公益財団法人神奈川県下水道公社は、平成

組織体制の下、長年培った技術・ノウハウを活かし、安定的・効率的な事業の推進に向け

取り組んでいます。

当公社は、平成

経済的な運営に取り組み、現在、第

この「経営改善計画」は、平成

どおり事業を継続しつつ、明確な目標を定めて

との評価結果や包括外部監査による効率化に向けた様々な評価結果・意見が出されたこと

を受けて、効果的・効率的な事業展開を図り

年度から

その進捗状況は、平成

調に取り組み、計画通り達成できる見込みです。

この「経営改善計画」が平成２５年度をもって終了することから、

巻く様々な環境の変化や

さらなる運営の健全化・効率化を推進するため、平成２６年度から

を期間として

 

 

 

公益財団法人神奈川県下水道公社は、平成

組織体制の下、長年培った技術・ノウハウを活かし、安定的・効率的な事業の推進に向け

取り組んでいます。

当公社は、平成 9

経済的な運営に取り組み、現在、第

この「経営改善計画」は、平成

どおり事業を継続しつつ、明確な目標を定めて

との評価結果や包括外部監査による効率化に向けた様々な評価結果・意見が出されたこと

を受けて、効果的・効率的な事業展開を図り

年度から 25 年度までの３カ年の経営改善計画として策定したものです。

その進捗状況は、平成

組み、計画通り達成できる見込みです。

「経営改善計画」が平成２５年度をもって終了することから、

巻く様々な環境の変化や

なる運営の健全化・効率化を推進するため、平成２６年度から

を期間として「第５期経営改善計画」を策定すること

公益財団法人神奈川県下水道公社は、平成

組織体制の下、長年培った技術・ノウハウを活かし、安定的・効率的な事業の推進に向け

取り組んでいます。 

9 年度から経営改善計画を策定し、組織運営体制のスリム化や効率的で

経済的な運営に取り組み、現在、第

この「経営改善計画」は、平成

どおり事業を継続しつつ、明確な目標を定めて

との評価結果や包括外部監査による効率化に向けた様々な評価結果・意見が出されたこと

を受けて、効果的・効率的な事業展開を図り

年度までの３カ年の経営改善計画として策定したものです。

その進捗状況は、平成 24 年度までの目標は達成し、平成

組み、計画通り達成できる見込みです。

「経営改善計画」が平成２５年度をもって終了することから、

巻く様々な環境の変化や平成

なる運営の健全化・効率化を推進するため、平成２６年度から

「第５期経営改善計画」を策定すること

公益財団法人神奈川県下水道公社は、平成

組織体制の下、長年培った技術・ノウハウを活かし、安定的・効率的な事業の推進に向け

年度から経営改善計画を策定し、組織運営体制のスリム化や効率的で

経済的な運営に取り組み、現在、第 4 期の「経営改善計画」を推進しているところです。

この「経営改善計画」は、平成 22 年度に県主導第三セクターの事務事業評

どおり事業を継続しつつ、明確な目標を定めて

との評価結果や包括外部監査による効率化に向けた様々な評価結果・意見が出されたこと

を受けて、効果的・効率的な事業展開を図り

年度までの３カ年の経営改善計画として策定したものです。

年度までの目標は達成し、平成

組み、計画通り達成できる見込みです。

「経営改善計画」が平成２５年度をもって終了することから、

平成 26 年度からはじまる包括的民間委託の事業展開に対応

なる運営の健全化・効率化を推進するため、平成２６年度から

「第５期経営改善計画」を策定すること
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公益財団法人神奈川県下水道公社は、平成 23 年

組織体制の下、長年培った技術・ノウハウを活かし、安定的・効率的な事業の推進に向け

年度から経営改善計画を策定し、組織運営体制のスリム化や効率的で

期の「経営改善計画」を推進しているところです。

年度に県主導第三セクターの事務事業評

どおり事業を継続しつつ、明確な目標を定めてさらなる

との評価結果や包括外部監査による効率化に向けた様々な評価結果・意見が出されたこと

を受けて、効果的・効率的な事業展開を図りさらなる

年度までの３カ年の経営改善計画として策定したものです。

年度までの目標は達成し、平成

組み、計画通り達成できる見込みです。 

「経営改善計画」が平成２５年度をもって終了することから、

年度からはじまる包括的民間委託の事業展開に対応

なる運営の健全化・効率化を推進するため、平成２６年度から

「第５期経営改善計画」を策定すること

年 4 月に公益財団法人へ移行し、新たな

組織体制の下、長年培った技術・ノウハウを活かし、安定的・効率的な事業の推進に向け

年度から経営改善計画を策定し、組織運営体制のスリム化や効率的で

期の「経営改善計画」を推進しているところです。

年度に県主導第三セクターの事務事業評

さらなる経費削減に向けて努力すること」

との評価結果や包括外部監査による効率化に向けた様々な評価結果・意見が出されたこと

さらなる経営改善に取り組むため、平成

年度までの３カ年の経営改善計画として策定したものです。

年度までの目標は達成し、平成

 

「経営改善計画」が平成２５年度をもって終了することから、

年度からはじまる包括的民間委託の事業展開に対応

なる運営の健全化・効率化を推進するため、平成２６年度から

「第５期経営改善計画」を策定することとしました。

月に公益財団法人へ移行し、新たな

組織体制の下、長年培った技術・ノウハウを活かし、安定的・効率的な事業の推進に向け

年度から経営改善計画を策定し、組織運営体制のスリム化や効率的で

期の「経営改善計画」を推進しているところです。

年度に県主導第三セクターの事務事業評

経費削減に向けて努力すること」

との評価結果や包括外部監査による効率化に向けた様々な評価結果・意見が出されたこと

経営改善に取り組むため、平成

年度までの３カ年の経営改善計画として策定したものです。

年度までの目標は達成し、平成 25 年度も計画達成に向け順

「経営改善計画」が平成２５年度をもって終了することから、現在

年度からはじまる包括的民間委託の事業展開に対応

なる運営の健全化・効率化を推進するため、平成２６年度から 30

しました。 

月に公益財団法人へ移行し、新たな

組織体制の下、長年培った技術・ノウハウを活かし、安定的・効率的な事業の推進に向け

年度から経営改善計画を策定し、組織運営体制のスリム化や効率的で

期の「経営改善計画」を推進しているところです。

年度に県主導第三セクターの事務事業評価で「現行

経費削減に向けて努力すること」

との評価結果や包括外部監査による効率化に向けた様々な評価結果・意見が出されたこと

経営改善に取り組むため、平成

年度までの３カ年の経営改善計画として策定したものです。  

年度も計画達成に向け順

「経営改善計画」が平成２５年度をもって終了することから、現在の下水道を取り

年度からはじまる包括的民間委託の事業展開に対応

30 年度までの

月に公益財団法人へ移行し、新たな

組織体制の下、長年培った技術・ノウハウを活かし、安定的・効率的な事業の推進に向け

年度から経営改善計画を策定し、組織運営体制のスリム化や効率的で

期の「経営改善計画」を推進しているところです。

価で「現行

経費削減に向けて努力すること」

との評価結果や包括外部監査による効率化に向けた様々な評価結果・意見が出されたこと

経営改善に取り組むため、平成 23

年度も計画達成に向け順

水道を取り

年度からはじまる包括的民間委託の事業展開に対応し、

年度までの 5 年間

月に公益財団法人へ移行し、新たな

組織体制の下、長年培った技術・ノウハウを活かし、安定的・効率的な事業の推進に向け

年度から経営改善計画を策定し、組織運営体制のスリム化や効率的で

期の「経営改善計画」を推進しているところです。 

価で「現行

経費削減に向けて努力すること」

との評価結果や包括外部監査による効率化に向けた様々な評価結果・意見が出されたこと
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年度も計画達成に向け順

水道を取り

し、

年間



 

 当公社は、昭和

水道の一体的水質管理のために、県及び流域関連市町が維持管理の専門機関

したもので

公社は、

受託するほか、県民に下水道の役割などを理解していただ

ています。

また、市町から流域関連公共下水道の水質分析等技術的業務を受託するとともに技術

支援を行い、流域下水道と流域関連公共下水道の一体的水質管理に寄与しています。

 

（１）包括的民間委託の導入

 公社は、長年の下水道維持管理を通して得たデータの蓄積や活用を行ない、効率的な

維持管理計画の策定や運転管理・施設管理に努め、最小の経費で最大の効果を発揮すべ

く日々努めてき

そのよう

針を示し

公社は、包括的民間委託の導入に伴

らなる業務の効率化と経費縮減が求められています。

  

（２）施設の老朽化

流域下水道施設は、高度成長期に建設された多くの施設・設備において老朽化が進み

更新の時期を迎えていますが、財政的に厳しい状況にあり計画的な施設の更新が難しく

なっています。

公社は、老朽化が進む施設・設備の健全度診断を実施し、これまでの経験を生かした

修繕計画の策定や県の長寿命化計画策定へ

 

（３）災害時

 平成

大な被害を受けました

フ全域での巨大地震

 また、近年頻発するゲリラ豪雨は、処理場の能力を超える流入

の悪化や幹線

公社は、これら様々なリスクに対して

れています。

 

（４）水環境

 公社は、維持管理を担う中で培った経験と技術を活かして

当公社は、昭和

の一体的水質管理のために、県及び流域関連市町が維持管理の専門機関

したものです。 

公社は、県から流域下水道の下水処理場、幹線管渠及びポンプ場等の維持管理業務を

受託するほか、県民に下水道の役割などを理解していただ

ています。 

また、市町から流域関連公共下水道の水質分析等技術的業務を受託するとともに技術

支援を行い、流域下水道と流域関連公共下水道の一体的水質管理に寄与しています。

包括的民間委託の導入

公社は、長年の下水道維持管理を通して得たデータの蓄積や活用を行ない、効率的な

維持管理計画の策定や運転管理・施設管理に努め、最小の経費で最大の効果を発揮すべ

く日々努めてきました

そのような状況の中で、

示し、処理場の一つを平成２６年度から包括的民間委託とすることとし

公社は、包括的民間委託の導入に伴

業務の効率化と経費縮減が求められています。

（２）施設の老朽化

流域下水道施設は、高度成長期に建設された多くの施設・設備において老朽化が進み

更新の時期を迎えていますが、財政的に厳しい状況にあり計画的な施設の更新が難しく

なっています。 

公社は、老朽化が進む施設・設備の健全度診断を実施し、これまでの経験を生かした

修繕計画の策定や県の長寿命化計画策定へ

（３）災害時への対応

平成 23 年 3 月

大な被害を受けました

フ全域での巨大地震

また、近年頻発するゲリラ豪雨は、処理場の能力を超える流入

の悪化や幹線の溢水など

公社は、これら様々なリスクに対して

れています。 

（４）水環境の向上

公社は、維持管理を担う中で培った経験と技術を活かして

当公社は、昭和 55 年に流域下水道施設の維持管理

の一体的水質管理のために、県及び流域関連市町が維持管理の専門機関

 

県から流域下水道の下水処理場、幹線管渠及びポンプ場等の維持管理業務を

受託するほか、県民に下水道の役割などを理解していただ

また、市町から流域関連公共下水道の水質分析等技術的業務を受託するとともに技術

支援を行い、流域下水道と流域関連公共下水道の一体的水質管理に寄与しています。

包括的民間委託の導入

公社は、長年の下水道維持管理を通して得たデータの蓄積や活用を行ない、効率的な

維持管理計画の策定や運転管理・施設管理に努め、最小の経費で最大の効果を発揮すべ

ました。 

な状況の中で、県は民間提案

、処理場の一つを平成２６年度から包括的民間委託とすることとし

公社は、包括的民間委託の導入に伴

業務の効率化と経費縮減が求められています。

（２）施設の老朽化への対応

流域下水道施設は、高度成長期に建設された多くの施設・設備において老朽化が進み

更新の時期を迎えていますが、財政的に厳しい状況にあり計画的な施設の更新が難しく

 

公社は、老朽化が進む施設・設備の健全度診断を実施し、これまでの経験を生かした

修繕計画の策定や県の長寿命化計画策定へ

への対応 

月の東日本大震災では、大津波により東北地方の多くの下水道施設が甚

大な被害を受けました。さらに、

フ全域での巨大地震の発生を「切迫性がかなり高い」と公表しました。

また、近年頻発するゲリラ豪雨は、処理場の能力を超える流入

の溢水などの要因の一つとなっています

公社は、これら様々なリスクに対して

向上と地球温暖化対策

公社は、維持管理を担う中で培った経験と技術を活かして

年に流域下水道施設の維持管理

の一体的水質管理のために、県及び流域関連市町が維持管理の専門機関

県から流域下水道の下水処理場、幹線管渠及びポンプ場等の維持管理業務を

受託するほか、県民に下水道の役割などを理解していただ

また、市町から流域関連公共下水道の水質分析等技術的業務を受託するとともに技術

支援を行い、流域下水道と流域関連公共下水道の一体的水質管理に寄与しています。

包括的民間委託の導入 

公社は、長年の下水道維持管理を通して得たデータの蓄積や活用を行ない、効率的な

維持管理計画の策定や運転管理・施設管理に努め、最小の経費で最大の効果を発揮すべ

県は民間提案

、処理場の一つを平成２６年度から包括的民間委託とすることとし

公社は、包括的民間委託の導入に伴

業務の効率化と経費縮減が求められています。

への対応 

流域下水道施設は、高度成長期に建設された多くの施設・設備において老朽化が進み

更新の時期を迎えていますが、財政的に厳しい状況にあり計画的な施設の更新が難しく

公社は、老朽化が進む施設・設備の健全度診断を実施し、これまでの経験を生かした

修繕計画の策定や県の長寿命化計画策定へ

東日本大震災では、大津波により東北地方の多くの下水道施設が甚

。さらに、政府の地震調査委員会は、平成

発生を「切迫性がかなり高い」と公表しました。

また、近年頻発するゲリラ豪雨は、処理場の能力を超える流入

要因の一つとなっています

公社は、これら様々なリスクに対して

地球温暖化対策

公社は、維持管理を担う中で培った経験と技術を活かして
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年に流域下水道施設の維持管理

の一体的水質管理のために、県及び流域関連市町が維持管理の専門機関

県から流域下水道の下水処理場、幹線管渠及びポンプ場等の維持管理業務を

受託するほか、県民に下水道の役割などを理解していただ

また、市町から流域関連公共下水道の水質分析等技術的業務を受託するとともに技術

支援を行い、流域下水道と流域関連公共下水道の一体的水質管理に寄与しています。

公社は、長年の下水道維持管理を通して得たデータの蓄積や活用を行ない、効率的な

維持管理計画の策定や運転管理・施設管理に努め、最小の経費で最大の効果を発揮すべ

県は民間提案等を受け、段階的な包括的民間委託の導入の方

、処理場の一つを平成２６年度から包括的民間委託とすることとし

公社は、包括的民間委託の導入に伴い、効率的な組織

業務の効率化と経費縮減が求められています。

流域下水道施設は、高度成長期に建設された多くの施設・設備において老朽化が進み

更新の時期を迎えていますが、財政的に厳しい状況にあり計画的な施設の更新が難しく
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長年蓄積した技術力やノウハウを駆使して生活環境の保全

に努め、最小の経費で最大の効果をあげて快適で安全・安心

な下水道サービスを提供するとともに、全職員が誇りを持ち

喜びを感じて業務に取り組める職場環境を作ります！

快適で安全・安心な下水道を目指し、創意工夫と効率的な維持管理

で地球環境へ配慮します

蓄積したノウハウを活用して技術的支援を行います

県、市町と連携し、地域に密着した下水道の「みえる化」の促進に

努めます

やりがいを感じ、イキイ

当公社は、流域下水道及び流域関連公共下水道の維持管理に関する業務を行うほか、下

水道知識の普及・啓発活動及び下水道技術に関する調査研究

事業に協力し、もっ

を目的とします。
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長年蓄積した技術力やノウハウを駆使して生活環境の保全

に努め、最小の経費で最大の効果をあげて快適で安全・安心

な下水道サービスを提供するとともに、全職員が誇りを持ち

喜びを感じて業務に取り組める職場環境を作ります！
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努めます 

やりがいを感じ、イキイ
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な下水道サービスを提供するとともに、全職員が誇りを持ち

喜びを感じて業務に取り組める職場環境を作ります！ 

快適で安全・安心な下水道を目指し、創意工夫と効率的な維持管理

県、市町と連携し、地域に密着した下水道の「みえる化」の促進に

働きやすい職場を作ります 

当公社は、流域下水道及び流域関連公共下水道の維持管理に関する業務を行うほか、下

及び市町の下水道

て県民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質保全に寄与

長年蓄積した技術力やノウハウを駆使して生活環境の保全

に努め、最小の経費で最大の効果をあげて快適で安全・安心

な下水道サービスを提供するとともに、全職員が誇りを持ち

快適で安全・安心な下水道を目指し、創意工夫と効率的な維持管理

県、市町と連携し、地域に密着した下水道の「みえる化」の促進に

当公社は、流域下水道及び流域関連公共下水道の維持管理に関する業務を行うほか、下

及び市町の下水道

て県民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質保全に寄与



 

公社の経営

るため、明確な目標を定めた維持管理

含めた改善計画とし、県及び流域関連市町に信頼される公社となることを基本的な考えと

します。 

また、この計画は常にコスト意識と効率性を考えた

本とし、従来の改善計画の項目を継続するものや新たな視点からの提案を盛り込んだ計画

とします。

 

 

    計画の体系計画の体系計画の体系計画の体系

 

１ 効率的で安定した事業の運営

(1) 効率的な維持管理による

 公社がこれまで蓄積した技術力を生かし、創意工夫により効率的に運転管理を行い

処理費を抑制します。

 また公社は、施設運用の効率化

す。 

 

(2) 施設の老朽化対策

相模川流域は供用開始後

が進むと共に設備の更新時期を迎えている機器も多くありますが、財政的に厳しい状

況にあり計

命化対策の策定を進めているところです。

 公社は、将来に渡って安定して下水を処理していくために、設備の機能診断、健全

度診断等により県の長寿命化

画的に補修・改良を行い、施設の延命化を図り安全で安心な下水道の管理に努めます。

 

(3) 安全・安心な下水道

  災害時の機能確保

自然災害や突発的な事故発生時に迅速に対応できる体制と影響を最小限に抑え他

へ被害を波及させない体制を整備します。

 

ア 地震等の災害が発生した場合に、被害が最小になる減災対策

 

低限

イ 水質事故時等

公社の経営理念・経営

るため、明確な目標を定めた維持管理

含めた改善計画とし、県及び流域関連市町に信頼される公社となることを基本的な考えと

 

、この計画は常にコスト意識と効率性を考えた

本とし、従来の改善計画の項目を継続するものや新たな視点からの提案を盛り込んだ計画

とします。 

計画の体系計画の体系計画の体系計画の体系            

効率的で安定した事業の運営

効率的な維持管理による

公社がこれまで蓄積した技術力を生かし、創意工夫により効率的に運転管理を行い

処理費を抑制します。

また公社は、施設運用の効率化

 

施設の老朽化対策

相模川流域は供用開始後

が進むと共に設備の更新時期を迎えている機器も多くありますが、財政的に厳しい状

況にあり計画的な設備の更新が

命化対策の策定を進めているところです。

公社は、将来に渡って安定して下水を処理していくために、設備の機能診断、健全

度診断等により県の長寿命化

画的に補修・改良を行い、施設の延命化を図り安全で安心な下水道の管理に努めます。

安全・安心な下水道

災害時の機能確保

自然災害や突発的な事故発生時に迅速に対応できる体制と影響を最小限に抑え他

へ被害を波及させない体制を整備します。

地震等の災害が発生した場合に、被害が最小になる減災対策

 県作成の

低限度の処理の確保に努めます。

水質事故時等

理念・経営方針に基づき、公社や下水道事業

るため、明確な目標を定めた維持管理

含めた改善計画とし、県及び流域関連市町に信頼される公社となることを基本的な考えと

、この計画は常にコスト意識と効率性を考えた

本とし、従来の改善計画の項目を継続するものや新たな視点からの提案を盛り込んだ計画

    

効率的で安定した事業の運営

効率的な維持管理による

公社がこれまで蓄積した技術力を生かし、創意工夫により効率的に運転管理を行い

処理費を抑制します。 

また公社は、施設運用の効率化

施設の老朽化対策 

相模川流域は供用開始後

が進むと共に設備の更新時期を迎えている機器も多くありますが、財政的に厳しい状

画的な設備の更新が

命化対策の策定を進めているところです。

公社は、将来に渡って安定して下水を処理していくために、設備の機能診断、健全

度診断等により県の長寿命化

画的に補修・改良を行い、施設の延命化を図り安全で安心な下水道の管理に努めます。

安全・安心な下水道 

災害時の機能確保とリスク管理

自然災害や突発的な事故発生時に迅速に対応できる体制と影響を最小限に抑え他

へ被害を波及させない体制を整備します。

地震等の災害が発生した場合に、被害が最小になる減災対策

県作成の下水道ＢＣＰとの整合性を図り、被災した場合に被害を最小にし、最

の処理の確保に努めます。

水質事故時等の対応 

方針に基づき、公社や下水道事業

るため、明確な目標を定めた維持管理コスト

含めた改善計画とし、県及び流域関連市町に信頼される公社となることを基本的な考えと

、この計画は常にコスト意識と効率性を考えた

本とし、従来の改善計画の項目を継続するものや新たな視点からの提案を盛り込んだ計画

効率的で安定した事業の運営 

効率的な維持管理による処理費の

公社がこれまで蓄積した技術力を生かし、創意工夫により効率的に運転管理を行い

また公社は、施設運用の効率化、設計基準・発注方法の見直しや工夫に取

相模川流域は供用開始後 40 年、酒匂川流域は

が進むと共に設備の更新時期を迎えている機器も多くありますが、財政的に厳しい状

画的な設備の更新が難しくなっています

命化対策の策定を進めているところです。

公社は、将来に渡って安定して下水を処理していくために、設備の機能診断、健全

度診断等により県の長寿命化計画の策定に

画的に補修・改良を行い、施設の延命化を図り安全で安心な下水道の管理に努めます。

とリスク管理 

自然災害や突発的な事故発生時に迅速に対応できる体制と影響を最小限に抑え他

へ被害を波及させない体制を整備します。

地震等の災害が発生した場合に、被害が最小になる減災対策

ＢＣＰとの整合性を図り、被災した場合に被害を最小にし、最

の処理の確保に努めます。
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方針に基づき、公社や下水道事業

コスト縮減のほか環境への配慮や経営基盤の強化も

含めた改善計画とし、県及び流域関連市町に信頼される公社となることを基本的な考えと

、この計画は常にコスト意識と効率性を考えた

本とし、従来の改善計画の項目を継続するものや新たな視点からの提案を盛り込んだ計画

の抑制 

公社がこれまで蓄積した技術力を生かし、創意工夫により効率的に運転管理を行い

、設計基準・発注方法の見直しや工夫に取

年、酒匂川流域は

が進むと共に設備の更新時期を迎えている機器も多くありますが、財政的に厳しい状

難しくなっています

命化対策の策定を進めているところです。 

公社は、将来に渡って安定して下水を処理していくために、設備の機能診断、健全

計画の策定に参画するほか

画的に補修・改良を行い、施設の延命化を図り安全で安心な下水道の管理に努めます。

 

自然災害や突発的な事故発生時に迅速に対応できる体制と影響を最小限に抑え他

へ被害を波及させない体制を整備します。 

地震等の災害が発生した場合に、被害が最小になる減災対策

ＢＣＰとの整合性を図り、被災した場合に被害を最小にし、最

の処理の確保に努めます。 

方針に基づき、公社や下水道事業を取り巻く環境の変化に対応す

のほか環境への配慮や経営基盤の強化も

含めた改善計画とし、県及び流域関連市町に信頼される公社となることを基本的な考えと

、この計画は常にコスト意識と効率性を考えた職員の

本とし、従来の改善計画の項目を継続するものや新たな視点からの提案を盛り込んだ計画

公社がこれまで蓄積した技術力を生かし、創意工夫により効率的に運転管理を行い

、設計基準・発注方法の見直しや工夫に取

年、酒匂川流域は 30 年以上を経過し、施設の老朽化

が進むと共に設備の更新時期を迎えている機器も多くありますが、財政的に厳しい状

難しくなっています。このような状況の中、県は長寿

公社は、将来に渡って安定して下水を処理していくために、設備の機能診断、健全

参画するほか

画的に補修・改良を行い、施設の延命化を図り安全で安心な下水道の管理に努めます。

自然災害や突発的な事故発生時に迅速に対応できる体制と影響を最小限に抑え他

 

地震等の災害が発生した場合に、被害が最小になる減災対策

ＢＣＰとの整合性を図り、被災した場合に被害を最小にし、最

を取り巻く環境の変化に対応す

のほか環境への配慮や経営基盤の強化も

含めた改善計画とし、県及び流域関連市町に信頼される公社となることを基本的な考えと

職員の現場目線からの改善提案を基

本とし、従来の改善計画の項目を継続するものや新たな視点からの提案を盛り込んだ計画

公社がこれまで蓄積した技術力を生かし、創意工夫により効率的に運転管理を行い

、設計基準・発注方法の見直しや工夫に取

年以上を経過し、施設の老朽化

が進むと共に設備の更新時期を迎えている機器も多くありますが、財政的に厳しい状

。このような状況の中、県は長寿

公社は、将来に渡って安定して下水を処理していくために、設備の機能診断、健全

参画するほか、最適な修繕計画を策定し計

画的に補修・改良を行い、施設の延命化を図り安全で安心な下水道の管理に努めます。

自然災害や突発的な事故発生時に迅速に対応できる体制と影響を最小限に抑え他

地震等の災害が発生した場合に、被害が最小になる減災対策 

ＢＣＰとの整合性を図り、被災した場合に被害を最小にし、最

を取り巻く環境の変化に対応す

のほか環境への配慮や経営基盤の強化も

含めた改善計画とし、県及び流域関連市町に信頼される公社となることを基本的な考えと

現場目線からの改善提案を基

本とし、従来の改善計画の項目を継続するものや新たな視点からの提案を盛り込んだ計画

公社がこれまで蓄積した技術力を生かし、創意工夫により効率的に運転管理を行い

、設計基準・発注方法の見直しや工夫に取

年以上を経過し、施設の老朽化

が進むと共に設備の更新時期を迎えている機器も多くありますが、財政的に厳しい状

。このような状況の中、県は長寿

公社は、将来に渡って安定して下水を処理していくために、設備の機能診断、健全

、最適な修繕計画を策定し計

画的に補修・改良を行い、施設の延命化を図り安全で安心な下水道の管理に努めます。

自然災害や突発的な事故発生時に迅速に対応できる体制と影響を最小限に抑え他

 

ＢＣＰとの整合性を図り、被災した場合に被害を最小にし、最

を取り巻く環境の変化に対応す

のほか環境への配慮や経営基盤の強化も

含めた改善計画とし、県及び流域関連市町に信頼される公社となることを基本的な考えと

現場目線からの改善提案を基

本とし、従来の改善計画の項目を継続するものや新たな視点からの提案を盛り込んだ計画

公社がこれまで蓄積した技術力を生かし、創意工夫により効率的に運転管理を行い

、設計基準・発注方法の見直しや工夫に取り組みま

年以上を経過し、施設の老朽化

が進むと共に設備の更新時期を迎えている機器も多くありますが、財政的に厳しい状

。このような状況の中、県は長寿

公社は、将来に渡って安定して下水を処理していくために、設備の機能診断、健全

、最適な修繕計画を策定し計

画的に補修・改良を行い、施設の延命化を図り安全で安心な下水道の管理に努めます。

自然災害や突発的な事故発生時に迅速に対応できる体制と影響を最小限に抑え他

ＢＣＰとの整合性を図り、被災した場合に被害を最小にし、最

を取り巻く環境の変化に対応す

のほか環境への配慮や経営基盤の強化も

含めた改善計画とし、県及び流域関連市町に信頼される公社となることを基本的な考えと

現場目線からの改善提案を基

本とし、従来の改善計画の項目を継続するものや新たな視点からの提案を盛り込んだ計画

公社がこれまで蓄積した技術力を生かし、創意工夫により効率的に運転管理を行い

組みま

年以上を経過し、施設の老朽化

が進むと共に設備の更新時期を迎えている機器も多くありますが、財政的に厳しい状

。このような状況の中、県は長寿

公社は、将来に渡って安定して下水を処理していくために、設備の機能診断、健全

、最適な修繕計画を策定し計

画的に補修・改良を行い、施設の延命化を図り安全で安心な下水道の管理に努めます。 

自然災害や突発的な事故発生時に迅速に対応できる体制と影響を最小限に抑え他

ＢＣＰとの整合性を図り、被災した場合に被害を最小にし、最
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 水質異常流入水等による水質事故時に、発生状況の調査や水質の調査を速やか

に実施し、また、処理場では適切な運転操作をすることにより、良好な水質の確

保に努めます。 

 

 

２ 利用者サービスの向上と経営基盤の強化 

(1) 技術支援体制の充実（アシスト下水道） 

技術職員が少ない市町に対しての技術支援や市町職員と公社職員との意見交流を進

め、公共下水道と流域下水道の一体的水質管理を図ります。 

 

(2) 効率的な組織体制・人材育成・調査研究の充実 

  ア 効率的な組織体制 

 平成 26 年度からの扇町管理センター包括的民間委託の導入に合わせて人員削

減を行うなど、組織全体の人員配置の見直しを行い、より効率的な組織体制とし

ます。 

イ 人材の育成 

 若い職員を採用し、OJTで経験やノウハウを積ませることで下水道維持管理に

精通した人材を育てます。 

 また、公社の幹部（所属長）は経験や専門性が高く要求されますが、公社内で

の人材も育ってきており、引き続き幹部職員へ登用していきます。 

 さらに、今後も事務職と技術職の交流で多くの職場を経験させ、次世代の幹部

候補も育成していきます。 

ウ 調査研究の充実と処理技術開発への貢献 

(ｱ) 民間企業との共同研究や学術機関との連携 

 民間企業との共同研究や学術機関との連携を進めることにより、新しい処理技

術の開発に貢献するとともに、最新の技術の導入を図り職員の技術力の向上を図

ります。 

(ｲ) 維持管理上の課題や問題の解決 

 維持管理に関する課題や問題に対して、将来的に維持管理に役立ち経費縮減へ

と繋げていく方法を探っていきます。 

(ｳ) 長期的視点に立った研究 

 エネルギー使用量の削減や施設の延命化等を図る調査研究を行っていきます。 

 

 

３ 水環境の向上と地球温暖化対策 

(1) 良好な水質の確保と水環境の向上 

 運転管理の創意工夫、新技術の導入などの検討を行い水環境の向上へ貢献します。 
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(2) 地球温暖化対策と環境対策 

 使用電力量の削減、焼却灰のリサイクルの推進や臭気発生源の調査から腐食性ガス

による設備停止の予防、機器の延命を図る等臭気対策に取り組みます。 

(3) 省エネルギー対策への取組 

 最新の技術や実績を調査し、県へ技術提案していきます。 

 

 

４ 地域・県民との連携による普及啓発 

地域住民・学校等と共に下水道ふれあいまつりなどの企画・運営を行い、下水道の

「みえる化」を図り、地元や利用者に親しまれる下水道を目指します。 

 

 

５ 快適に安心して働ける職場環境 

 近年、IT化など技術革新の目覚ましい進展など労働環境は大きく変化し、職員の就業

に伴う疲労やストレスが増大しています。 

 職場内の意思疎通を図り、心身の不調を早期に発見できるよう職員のメンタルヘルス

ケアーなど職員の健康管理の充実を図り、安心して働ける職場環境を目指します。 

 

 

 

    計画期間計画期間計画期間計画期間            

平成 26 年度から平成 30 年度までの 5 年間とします。 

なお、環境の変化に対応するため、毎年度見直すものとします。 



 

計画の円滑な実行を図るため、公社内に設置してある「事務管理委員会」で

クルによる継続的見直しを行います。

取組み項目ごとの進行管理票により、進捗状況を取りまとめ、特に

を重視した見直しを行い、継続的改善、向上を図ります。なお、内容は毎年ホームページ

で公表します。

 

 

計画の円滑な実行を図るため、公社内に設置してある「事務管理委員会」で

クルによる継続的見直しを行います。

組み項目ごとの進行管理票により、進捗状況を取りまとめ、特に

を重視した見直しを行い、継続的改善、向上を図ります。なお、内容は毎年ホームページ

で公表します。 

計画の円滑な実行を図るため、公社内に設置してある「事務管理委員会」で

クルによる継続的見直しを行います。

組み項目ごとの進行管理票により、進捗状況を取りまとめ、特に

を重視した見直しを行い、継続的改善、向上を図ります。なお、内容は毎年ホームページ

計画の円滑な実行を図るため、公社内に設置してある「事務管理委員会」で

クルによる継続的見直しを行います。 

組み項目ごとの進行管理票により、進捗状況を取りまとめ、特に

を重視した見直しを行い、継続的改善、向上を図ります。なお、内容は毎年ホームページ
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計画の円滑な実行を図るため、公社内に設置してある「事務管理委員会」で

 

組み項目ごとの進行管理票により、進捗状況を取りまとめ、特に

を重視した見直しを行い、継続的改善、向上を図ります。なお、内容は毎年ホームページ

計画の円滑な実行を図るため、公社内に設置してある「事務管理委員会」で

組み項目ごとの進行管理票により、進捗状況を取りまとめ、特に

を重視した見直しを行い、継続的改善、向上を図ります。なお、内容は毎年ホームページ

計画の円滑な実行を図るため、公社内に設置してある「事務管理委員会」で

組み項目ごとの進行管理票により、進捗状況を取りまとめ、特に C

を重視した見直しを行い、継続的改善、向上を図ります。なお、内容は毎年ホームページ

計画の円滑な実行を図るため、公社内に設置してある「事務管理委員会」で PDCA

C（評価）、

を重視した見直しを行い、継続的改善、向上を図ります。なお、内容は毎年ホームページ

PDCAサイ

A（改善）

を重視した見直しを行い、継続的改善、向上を図ります。なお、内容は毎年ホームページ

サイ

（改善）

を重視した見直しを行い、継続的改善、向上を図ります。なお、内容は毎年ホームページ



 

第 5 期

より、計画期間の

の老朽化対策、技術支援体制の充実

下に示すとおりです。

 

１ 効率的

(1) 効率的な

項目

包括的民間委

託の導入

運転管理に関

する点検回数

の見直し

委託業務内容

の見直し

一括発注の推

進 

水質分析の集

約 

オーバーホー

ルの周期の延

伸 

期経営改善計画では、効率的な維持管理

計画期間の 5

の老朽化対策、技術支援体制の充実

下に示すとおりです。

効率的で安定した事業の運営

効率的な維持管理による処理費

項目 

包括的民間委

託の導入 

①

運転管理に関

する点検回数

見直し 

②

委託業務内容

の見直し 

③

④

一括発注の推

⑤

⑥

⑦

水質分析の集

⑧

オーバーホー

周期の延

⑨

経営改善計画では、効率的な維持管理

5 年間で約

の老朽化対策、技術支援体制の充実

下に示すとおりです。 

で安定した事業の運営

維持管理による処理費

               

①包括的民間委託の導入

扇町管理センターに包括的民間委託を導入し、運転管理経

費の縮減を図ります。

②運転管理に関する点検回数

運転管理業務委託

に応じて回数を減らし、

〔運転管理業務委託の設計基準の見直し〕

③広場管理人員

扇町管理センターにおいて、委託業務内容を見直し上部利

用施設の管理人員の

④草花管理業務の見直し

柳島管理センター

直し、経費の

⑤脱臭用活性炭の一括発注

4 センター分を取りまとめて一括発注し、経費の

ります。 

⑥水処理等監視制御

四之宮管理センター及び柳島管理センターにおいて、水処

理等監視制御設備点検委託を一括発注し、経費の

ます。 

⑦一括発注の推進（委託業務等）

委託業務等において、さらに一括発注を検討し、経費の

減を図ります。

⑧水質分析の

水質分析項目である

剤の分析）は、柳島管理

れぞれ分析していたが、水質課に集約し一括

で、経費の

⑨オーバーホールの

設備・機器ごと

オーバーホールの

す。 〔設備・機器の点検周期の延伸〕

経営改善計画では、効率的な維持管理

約 5 億円の縮減

の老朽化対策、技術支援体制の充実等、

で安定した事業の運営 

維持管理による処理費

               

包括的民間委託の導入

扇町管理センターに包括的民間委託を導入し、運転管理経

を図ります。

に関する点検回数

運転管理業務委託において、日々の点検を

に応じて回数を減らし、

〔運転管理業務委託の設計基準の見直し〕

人員の削減 

扇町管理センターにおいて、委託業務内容を見直し上部利

用施設の管理人員の縮減

草花管理業務の見直し

柳島管理センターにおいて、

経費の縮減を図ります。

活性炭の一括発注

センター分を取りまとめて一括発注し、経費の

 

水処理等監視制御設備

四之宮管理センター及び柳島管理センターにおいて、水処

理等監視制御設備点検委託を一括発注し、経費の

一括発注の推進（委託業務等）

委託業務等において、さらに一括発注を検討し、経費の

を図ります。 

の一部集約 

水質分析項目である

剤の分析）は、柳島管理

れぞれ分析していたが、水質課に集約し一括

で、経費の縮減を図ります。

オーバーホールの周期の延伸

設備・機器ごとに異なる設置環境

オーバーホールの周期

〔設備・機器の点検周期の延伸〕

9 

経営改善計画では、効率的な維持管理によるコスト

縮減を目標とするほか、環境配慮への取

、49 の取組みを実施することとし、その詳細は以

維持管理による処理費の抑制 

               

取組み内容

包括的民間委託の導入 

扇町管理センターに包括的民間委託を導入し、運転管理経

を図ります。 

に関する点検回数の見直し

において、日々の点検を

に応じて回数を減らし、運転管理経費の

〔運転管理業務委託の設計基準の見直し〕

 

扇町管理センターにおいて、委託業務内容を見直し上部利

用施設の管理人員の縮減を図ります。

草花管理業務の見直し 

において、草花管理業務の

を図ります。

活性炭の一括発注 

センター分を取りまとめて一括発注し、経費の

設備点検委託（相模川流域）の一括

四之宮管理センター及び柳島管理センターにおいて、水処

理等監視制御設備点検委託を一括発注し、経費の

一括発注の推進（委託業務等）

委託業務等において、さらに一括発注を検討し、経費の

 

水質分析項目である MBAS（洗剤等に含まれる界面活性

剤の分析）は、柳島管理センター及び酒匂管理センターでそ

れぞれ分析していたが、水質課に集約し一括

を図ります。 

周期の延伸 

異なる設置環境

周期の延長を

〔設備・機器の点検周期の延伸〕

によるコスト

を目標とするほか、環境配慮への取

組みを実施することとし、その詳細は以

               

取組み内容 

扇町管理センターに包括的民間委託を導入し、運転管理経

の見直し 

において、日々の点検を

運転管理経費の縮減

〔運転管理業務委託の設計基準の見直し〕

扇町管理センターにおいて、委託業務内容を見直し上部利

を図ります。 

草花管理業務の

を図ります。 

センター分を取りまとめて一括発注し、経費の

点検委託（相模川流域）の一括

四之宮管理センター及び柳島管理センターにおいて、水処

理等監視制御設備点検委託を一括発注し、経費の

一括発注の推進（委託業務等） 

委託業務等において、さらに一括発注を検討し、経費の

（洗剤等に含まれる界面活性

センター及び酒匂管理センターでそ

れぞれ分析していたが、水質課に集約し一括

異なる設置環境や使用実績を踏まえて、

をし点検費用の

〔設備・機器の点検周期の延伸〕 

によるコスト縮減（平成

を目標とするほか、環境配慮への取

組みを実施することとし、その詳細は以

                （縮減

扇町管理センターに包括的民間委託を導入し、運転管理経

において、日々の点検を設備の使用状況

縮減を図ります。

〔運転管理業務委託の設計基準の見直し〕 

扇町管理センターにおいて、委託業務内容を見直し上部利

草花管理業務の必要範囲を見

センター分を取りまとめて一括発注し、経費の縮減

点検委託（相模川流域）の一括

四之宮管理センター及び柳島管理センターにおいて、水処

理等監視制御設備点検委託を一括発注し、経費の縮減

委託業務等において、さらに一括発注を検討し、経費の

（洗剤等に含まれる界面活性

センター及び酒匂管理センターでそ

れぞれ分析していたが、水質課に集約し一括分析すること

使用実績を踏まえて、

し点検費用の縮減を図りま

（平成 25 年度対比）

を目標とするほか、環境配慮への取組み

組みを実施することとし、その詳細は以

縮減目標額は 5

数値目標

扇町管理センターに包括的民間委託を導入し、運転管理経

縮減

100,175

使用状況

を図ります。 

縮減

137,500

扇町管理センターにおいて、委託業務内容を見直し上部利

必要範囲を見

縮減

縮減を図

点検委託（相模川流域）の一括発注 

四之宮管理センター及び柳島管理センターにおいて、水処

縮減を図り

委託業務等において、さらに一括発注を検討し、経費の縮

縮減

（洗剤等に含まれる界面活性

センター及び酒匂管理センターでそ

すること

縮減

使用実績を踏まえて、

を図りま

縮減

年度対比）に

組み、施設

組みを実施することとし、その詳細は以

5 年間の計）

数値目標 

縮減目標額 

100,175 

千円 

縮減目標額 

137,500 

千円 

縮減目標額 

24,995 

千円 

縮減目標額 

66,535 

千円 

縮減目標額 

1,740 

千円 

縮減目標額 

74,670 

千円 

に

施設

組みを実施することとし、その詳細は以

） 
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効率的な運用 

⑩汚水ポンプの効率的な運用 

柳島管理センター及び酒匂管理センターにおいて、汚水ポ

ンプのポンプ井の水位を上げて運転し、汲み上げる水の高さ

を小さくすることで、使用電力量を少なくし経費の縮減を図

ります。 

⑪最初沈澱池における効率的な運用 

酒匂管理センター最初沈澱池の汚泥掻寄機を間欠運転す

ることで、使用電力量を少なくし、経費の縮減を図ります。 

⑫老朽化設備の休止による維持管理費用の縮減 

酒匂管理センター2 号焼却設備は、経年使用による劣化が

著しく継続使用するためには大規模な補修費が掛かるため、

扇町管理センターの焼却設備を活用する等して、当該設備を

休止することにより修繕費の縮減を図ります。 

縮減目標額 

89,001 

千円 

産業医設置の

見直し 

⑬産業医設置の見直し 

四之宮管理センターは、従業員数が 50 人未満になり、法

的に産業医の設置義務がなくなったことから産業医の設置

を廃止し、地域産業保健センター（無料）を活用することに

より経費の縮減を図ります。 

縮減目標額 

3,600 

千円 

リース車両の

見直し 

⑭公用車の軽自動車導入 

使用目的に合せてリース車両の一部を、普通車から軽自動

車に変更することで、リース料の縮減を図ります。 

縮減目標額 

550 

千円 

振込方法の改

善 

⑮振込方法の改善 

業者への支払い業務において、振込用紙を使用した振込

（支払）方法から、振込手数料が安価な電子データを用いた

支払方法に変更することにより、経費の縮減を図ります。 

縮減目標額 

1,580 

千円 

契約方法の見

直し 

⑯入札制度改革の推進 

契約方法を含め、常に入札制度（方法等）を検証し、透明

性・公平性の確保を図るとともに競争性を高めます。 

—— 

縮減額計 500,346 千円 

 

(2) 施設の老朽化対策 

 

項目 取組み内容 数値目標 

計画的な修繕

及び管理 

⑰設備診断や施設評価 

老朽化した施設に対し、設備健全度診断を実施して施設評

価を行い、長寿命化計画へ反映させていきます。 

進捗率

100％ 

（今回計画内） 

施設台帳整備

の促進 

⑱現有施設（機器等）の電子台帳の充実 

施設の適正な管理を行うため、現有施設（機器等）の電子

台帳を充実します。 

—— 

 

 



11 

 

(3) 安全・安心な下水道 

 

項目 取組み内容 数値目標 

危機管理体制

の充実（強化） 

⑲業務継続計画（BCP）の策定 

⑳水防、水質事故等の配備体制の充実 

㉑水防、水質事故等のマニュアルの検証 

㉒防災備蓄資器材の見直し 

震災訓練 

３回/年 

防災訓練 

２回/年 

水質異常 

初期対応 

訓練 

１回/年 

非常時に備え

た訓練の実施 

㉓実践に即した訓練実施 

㉔訓練を通し「使えるマニュアル」に見直し 

 

 

２ 利用者サービスの向上と経営基盤の強化 

(1) 技術支援体制の充実（アシスト下水道） 

 

項目 取組み内容 

アシスト下水

道の推進 

㉕関連市町への技術支援 

流域関連公共下水道の特定事業場等の水質調査を支援します。 

・事業所等の基準超過発生時の速やかな報告と超過原因の推定 

・特定事業場等の立ち入り指導の支援 (立合いと技術的アドバイス) 

・特定事業場等の異常時における改善指導に係る支援 

・新規接続、変更等事業場の届け出書類審査に係る支援 

・水質異常発生時の原因究明調査の実施及び支援 

㉖県、市町職員との定期的な技術交流 

水質異常訓練を県・市町と協働で開催し、研修会等を利用して意見・情

報交換を行うことで技術交流を図っていきます。 

下水道担当者

の技術力向上 

㉗市町下水道担当職員への研修会を開催 

技術力向上を目指し、実務に即した研修会を開催します。 

㉘事業場の排水担当者への研修会の開催 

除害施設の管理や排水基準の遵守についての研修会を開催します。 
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(2) 効率的な組織体制・人材育成・調査研究の充実 

 

項目 取組み内容 

効率的な組織

体制 

㉙組織運営体制の見直し 

扇町管理センターへの包括的民間委託導入に合わせて、組織全体の運営

体制・人員配置の見直しを行い、より効率的な組織体制とします。 

人材育成 

㉚下水道維持管理に精通した人材育成 

若い職員を採用し、OJTで経験やノウハウを積ませ、下水道維持管理に

精通した人材を育てます。 

㉛公社職員の幹部への登用 

公社職員を引き続き、幹部職員へ登用していきます。 

㉜事務職と技術職の交流 

事務職と技術職の交流で多くの職場を経験させ、次世代の幹部候補も育

成していきます。 

効率的な事務

執行 

㉝電子決裁の導入 

電子決裁を導入することにより、より効率的な事務執行を行います。 

調査研究の充

実と処理技術

開発への貢献 

㉞下水道技術開発のための民間企業との共同研究の取組み及び学術機関との

連携 

新しい処理技術の開発に貢献し、最新の技術の導入を図り、また、職員

の技術力の向上を図っていきます。 

㉟維持管理上の課題や問題の解決 

将来的に維持管理に役立ち経費縮減へとつなげていく方法を探ってい

きます。 

㊱長期的視点に立った研究 

エネルギー使用量の削減や施設の延命化等を図る調査研究を行ってい

きます。 
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３ 水環境の向上と地球温暖化対策 

(1) 良好な水質の確保と水環境の向上 

 

項目 取組み内容 

良好な水質の

確保 

㊲運転の創意工夫、新技術の導入等の検討  

創意工夫と新技術の導入等の検討を行い、コスト管理に配慮し良好な水

質の確保に努めます。 

 

(2) 地球温暖化対策と環境対策 

 

項目 取組み内容 数値目標 

臭気対策 

㊳臭気対策への取組み 

臭気調査を行い、作業環境を改善するほか、腐食性ガスに

よる設備停止の予防、機器の延命を図り、総合的な臭気対策

に取り組みます。 

—— 

リサイクルの

推進 

㊴焼却灰のリサイクル 

廃棄物として発生する焼却灰のリサイクルに努めます。 

㊵廃棄文書等のリサイクル 

事務用紙や廃棄文書等のリサイクルに努めます。 

焼却灰 

リサイクル

100％ 

汚泥のエネル

ギー利用 

㊶焼却炉排熱の利用等 

焼却炉排熱等の利用を検討し、汚泥のエネルギーを有効に利

用します。 

—— 

 

(3) 省エネルギー対策への取組 

 

項目 取組み内容 

調査研究の推

進 

㊷最新の技術や実績を調査し、導入に向け県へ技術提案 

維持管理における身近な問題点に着目し問題の解決、改善に向けて調査

研究を行い、さらに最新の技術や実績の調査を行い、県へ提案していきま

す。 

・硝化速度制御による送風量削減技術の導入 

・高密度配置全面曝気方式等の導入 
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４ 地域・県民との連携による普及啓発 

 

項目 取組み内容 数値目標 

地域に密着し

た普及啓発 

㊸下水道ふれあいまつりの拡充 

地域の学校や地域住民との協働開催を企画・運営し、より

地域と連携・密着した普及啓発に努めます。 

—— 

普及啓発活動

の充実 

㊹夏休み下水道教室の拡充 

実施方法・内容を工夫し、下水道を通して環境問題への理

解を深めます。 

3 回/年 

以上実施 

㊺出張教室の拡充 

実施方法を工夫し、下水道を通して環境問題への理解を深

めます。 

21 回/年 

以上実施 

㊻市町開催環境イベントへの積極的参加 

流域関連市町が開催する環境に関するイベントへ積極的

に参加して、普及啓発に努めます。 

6 回/年 

以上実施 

広く県民に向

けた広報活動 

㊼インターネットを活用した広報活動 

広く県民に向け積極的な情報提供に努め、広報活動のさら

なる充実を図ります。 

—— 

 

 

５ 快適に安心して働ける職場環境 

 

項目 取組み内容 

健康管理の充

実 

㊽メンタルヘルスケアー 

職員へのメンタルヘルスケアーを行うとともに、研修会等を実施しメン

タルヘルスケアーへの理解を深め、公社職員全体で快適な職場環境を目指

します。 

㊾リフレッシュ休暇導入の検討 

心身のリフレッシュ及び自己啓発を図るため、リフレッシュ休暇導入の

検討をし職員の健康管理に配慮します。 

 

 

６ 縮減額総計（H２６年度～３０年度） 

 ５年間（H２６年度～３０年度）の縮減額 

縮減額 

500,346 千円 

年平均 

（100,069 千円） 

 

  



 

 

１ 経費縮減に係る数値目標

 

１ 効率的で安定した事業の運営

 (1) 

包括的民間委託

の導入

運転管理に関す

る点検回数の

直し 

委託業務内容の

見直し

一括発注の推進

水質分析の集約

オーバーホール

の周期の延伸

効率的な

産業医設置の見

直し 

リース車両の見

直し 

振込方法の改善

縮減金額

 

 

経費縮減に係る数値目標

項  目 

効率的で安定した事業の運営

(1) 効率的な維持管理による処理費

包括的民間委託

の導入 

運転管理に関す

る点検回数の見

 

委託業務内容の

見直し 

一括発注の推進 

水質分析の集約 

オーバーホール

の周期の延伸 

効率的な運用 

産業医設置の見

 

リース車両の見

 

振込方法の改善 

縮減金額 計 

 

経費縮減に係る数値目標

               

26

効率的で安定した事業の運営

効率的な維持管理による処理費

① 20,035

② 29,100

③ 

④ 

3,499

1,500

小計 4,999

⑤ 

⑥ 

9,707

3,600

小計 13,307

⑧ 

⑨ 6,070

⑩ 

⑪ 

⑫ 

4,096

22,000

小計 26,153

⑬ 

⑭ 

⑮ 

 101,118

  

経費縮減に係る数値目標 

               

26 27

効率的で安定した事業の運営 

効率的な維持管理による処理費の

20,035 20,035

29,100 29,100

3,499 

1,500 

3,499

1,500

4,999 4,999

9,707 

3,600 

9,707

3,600

13,307 13,307

348 

6,070 9,800

4,096 

57 

22,000 

4,096

8,663

26,153 12,816

720 

70 

316 

101,118 91,561

15 

               

27 

効率的な維持管理による処理費の抑制 

20,035 20,035

29,100 29,100

3,499 

1,500 

3,499

1,500

4,999 4,999

9,707 

3,600 

9,707

3,600

13,307 13,307

348 

9,800 15,160

4,096 

57 

8,663 

4,096

11,995

12,816 16,148

720 

120 

316 

91,561 100,253

               

年  度            

28 

20,035 20,035

29,100 25,100

3,499 

1,500 

4,999 

9,707 

3,600 

13,307 13,307

348 

15,160 19,850

4,096 

57 

11,995 16,924

16,148 21,077

720 

120 

316 

100,253 105,872

 

                （縮減金額

            

29 

20,035 20,035

25,100 25,100

3,499 

1,500 

4,999 

9,707 

3,600 

13,307 13,307

348 

19,850 23,790

4,096 

57 

16,924 

21,077 12,807

720 

120 

316 

105,872 101,

金額は平成 25

            

30 
縮減金額総計

〔

20,035 

25,100 

3,499 

1,500 

4,999 

9,707 

3,600 

13,307 

348 

23,790 

4,096 

57 

8,654 

12,807 

720 

120 

316 

101,542 

25 年度対比）

            (単位：千円

縮減金額総計

〔数値目標〕

100,175

137,500

17,495

7,500

24,995

48,535

18,000

66,535

1,740

74,670

20,480

285

68,236

89,001

3,600

550

1,580

500,346

年度対比） 

単位：千円) 

縮減金額総計

〕 

100,175 

137,500 

17,495 

7,500 

24,995 

48,535 

18,000 

66,535 

1,740 

74,670 

20,480 

285 

68,236 

89,001 

3,600 

550 

1,580 

500,346 
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(2) 経費縮減以外の数値目標 

 

項  目 
年  度 

26 27 28 29 30 

１ 効率的で安定した事業の運営 

 (2) 施設の老朽化対策 

計画的な修繕及

び管理 
⑰ 10％ 30％ 50％ 75％ 100％ 

 

 (3) 安全・安心な下水道 

危機管理体制の

充実（強化） 
⑲ 

BCP 策定 

30％ 

BCP 策定 

100％ 

BCM 

 
 

 

 

 

３ 水環境の向上と地球温暖化対策 

 (2) 地球温暖化対策 

リサイクルの推

進 
㊴ 

焼却灰ﾘｻｲｸﾙ 

100％ 

焼却灰ﾘｻｲｸﾙ 

100％ 

焼却灰ﾘｻｲｸﾙ 

100％ 

焼却灰ﾘｻｲｸﾙ 

100％ 

焼却灰ﾘｻｲｸﾙ 

100％ 

４ 地域・県民との連携による普及啓発 

 

普及啓発活動の

充実 

㊹ 

〔夏休み下水道教室の拡充〕 

3 回 3 回 3 回 ４回 ４回 

㊺ 

〔出張教室の拡充〕 

21 回 21 回 21 回 22 回 22 回 

㊻ 

〔市町開催環境イベントへの積極的参加〕 

6 回 6 回 6 回 6 回 6 回 

 

 

 


