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1

はじめに

近年の上下水道事業を取り巻く現状は、水需要の減少が継続する中、高度

成長期に集中的に整備してきた上下水道施設の更新・改良事業や東日本大

震災を踏まえ、大規模災害に備えた施設の耐震化・強靭化事業が求められ

るとともに、人口減少社会の到来による水道料金・下水道使用料収入の減少
が見込まれるなど、厳しい経営環境が続いています。

こうした経営環境の変化に対応するとともに、効率的な事業運営により、将

来にわたって持続的に水道サービス・下水道サービスを提供していくため、
平成26年4月に、下水道事業に地方公営企業法を全部適用としたうえで、水

道事業と下水道事業との組織統合を実施しました。

組織統合を契機に上下水道局では、更なる経営の健全化と市民サービス

の向上及び人材の育成を図るため、組織統合に係る「経営健全化項目」を策
定し、平成26年度より計画的に実施してきました。

組織統合から4年目となる今年度に、これまでに実施してきました取り組み

やその効果などについて、検証を行い、このたび「上下水道事業の組織統合
の総括」として取りまとめました。



第Ⅰ章 組織統合の背景と目的
Ⅰ-１．背景
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経営環境の変化経営環境の変化経営環境の変化経営環境の変化

節水機器の普及などによる節水機器の普及などによる節水機器の普及などによる節水機器の普及などによる

水需要の低迷水需要の低迷水需要の低迷水需要の低迷

高度経済成長期に整備した施設の高度経済成長期に整備した施設の高度経済成長期に整備した施設の高度経済成長期に整備した施設の

老朽化に伴う大量更新老朽化に伴う大量更新老朽化に伴う大量更新老朽化に伴う大量更新

東日本大震災等を踏まえた施設の東日本大震災等を踏まえた施設の東日本大震災等を踏まえた施設の東日本大震災等を踏まえた施設の

耐震化対策、危機管理体制の強化耐震化対策、危機管理体制の強化耐震化対策、危機管理体制の強化耐震化対策、危機管理体制の強化

ベテラン職員の退職によるベテラン職員の退職によるベテラン職員の退職によるベテラン職員の退職による

技術力の低下技術力の低下技術力の低下技術力の低下

国における水行政の一元化国における水行政の一元化国における水行政の一元化国における水行政の一元化

人口減少社会の到来人口減少社会の到来人口減少社会の到来人口減少社会の到来

水道事業水道事業水道事業水道事業 下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業

＝＝ ＝＝



Ⅰ-２．目的
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水道事業 下水道事業

組織統合組織統合組織統合組織統合 ＝＝＝＝ 経営の一元化経営の一元化経営の一元化経営の一元化

経営基盤の強化経営基盤の強化経営基盤の強化経営基盤の強化（経営環境の変化にも対応）（経営環境の変化にも対応）（経営環境の変化にも対応）（経営環境の変化にも対応）

水道サービス・下水道サービスの持続的提供水道サービス・下水道サービスの持続的提供水道サービス・下水道サービスの持続的提供水道サービス・下水道サービスの持続的提供

■安全・安心な水道水の安定供給

■適正な汚水処理・雨水排除による快適な生活環境の確保と都市機能の維持

市民の安全・安心を確保市民の安全・安心を確保市民の安全・安心を確保市民の安全・安心を確保



((((１１１１))))実施時期実施時期実施時期実施時期

平成２６年４月１日平成２６年４月１日平成２６年４月１日平成２６年４月１日

((((２２２２))))内容内容内容内容

平成２１年４月１日に地方公営企業法の一部適用（財務適用）を行った下水道事業について、地方公営企業

法を全部適用としたうえで、水道事業と組織統合し、上下水道事業管理者及び上下水道局を設置。

第Ⅱ章 組織統合の実施時期と内容及び組織体制
Ⅱ-１．実施時期と内容
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組織統合組織統合組織統合組織統合

■水道事業

■工業用水道事業

（地方公営企業法全部適用）

水道局水道局水道局水道局

■下水道事業

（地方公営企業法一部適用）

市長部局（都市基盤部）市長部局（都市基盤部）市長部局（都市基盤部）市長部局（都市基盤部）

■水道事業■水道事業■水道事業■水道事業 ■工業用水道事業■工業用水道事業■工業用水道事業■工業用水道事業 ■下水道事業■下水道事業■下水道事業■下水道事業

上下水道局上下水道局上下水道局上下水道局
（上下水道事業管理者）（上下水道事業管理者）（上下水道事業管理者）（上下水道事業管理者）

（地方公営企業法全部適用）



Ⅱ-２．組織体制
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市長部局市長部局市長部局市長部局

水道事業管理者

総務課

営業課（水道ＳＳ）

工務課

浄水課

都市基盤室

都市基盤総務課

下水道課

環境クリーンセンター 業務課

都市基盤部都市基盤部都市基盤部都市基盤部

市民自治部市民自治部市民自治部市民自治部

上下水道局上下水道局上下水道局上下水道局水道局水道局水道局水道局

上下水道事業管理者

総務課

営業課（水道ＳＳ）

水道工務課

下水道課

浄水課

水道

工業用水道

下水道

※治水（河川・防災）除く

水路清掃・浚渫

【【【【統合前統合前統合前統合前 （平成２６年３月３１日）（平成２６年３月３１日）（平成２６年３月３１日）（平成２６年３月３１日）】】】】 【【【【統合後統合後統合後統合後 （平成２６年４月１日）（平成２６年４月１日）（平成２６年４月１日）（平成２６年４月１日）】】】】



（１）経営の健全化（１）経営の健全化（１）経営の健全化（１）経営の健全化

事務処理の効率化事務処理の効率化

各事業の会計負担区分の

見直し

各事業の会計負担区分の

見直し

収益性の確保収益性の確保

委託業務の拡大委託業務の拡大

事業経営の効率化事業経営の効率化

（２）市民サービスの向上（２）市民サービスの向上（２）市民サービスの向上（２）市民サービスの向上

サービスの充実サービスの充実

共通業務の一元化共通業務の一元化

緊急時及び災害時の体制

強化

緊急時及び災害時の体制

強化

（３）人材の育成（３）人材の育成（３）人材の育成（３）人材の育成

ジョブローテーションによる

人材育成

ジョブローテーションによる

人材育成

積極的な研修参加による

人材育成

積極的な研修参加による

人材育成

第Ⅲ章 組織統合に係る経営健全化の実施
Ⅲ-１．経営健全化項目の策定
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１１１１

２２２２

１１１１

２２２２

３３３３

４４４４

１１１１

２２２２

組織統合に伴う経営の健全化に向け、有効な取り組みについての検討・検証と計画的に実施することを

目的に、上下水道局内に組織統合に係る経営健全化検討部会を設置。

組織統合に係る経営健全化検討部会の設置（平成２６年５月）組織統合に係る経営健全化検討部会の設置（平成２６年５月）組織統合に係る経営健全化検討部会の設置（平成２６年５月）組織統合に係る経営健全化検討部会の設置（平成２６年５月）

更なる市民サービスの向上と経営の健全化及び人材の育成を図るため、組織統合に係る「経営健全化

項目」を策定。平成２６年度より計画的に実施。

組織統合に係る経営健全化項目の策定（平成２６年１０月）組織統合に係る経営健全化項目の策定（平成２６年１０月）組織統合に係る経営健全化項目の策定（平成２６年１０月）組織統合に係る経営健全化項目の策定（平成２６年１０月）

取り組み方針取り組み方針取り組み方針取り組み方針

５５５５

３３３３



((((１１１１))))経営の健全化経営の健全化経営の健全化経営の健全化

①事務処理の効率化①事務処理の効率化①事務処理の効率化①事務処理の効率化 （消費税抜き）（消費税抜き）（消費税抜き）（消費税抜き）

②各事業の会計負担区分の見直し②各事業の会計負担区分の見直し②各事業の会計負担区分の見直し②各事業の会計負担区分の見直し

Ⅲ-２．主な取り組みと効果額
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公共下水道築造工事に伴う水道管移設工事における合併入札を実施。（平成２６年度）

水道事業及び下水道事業の財務会計システム統合により、取扱担当者の操作向上や会計間比較の

効率化、さらには水道事業と同業者でのシステム導入によるサーバー導入費や保守管理委託料の削減を

実現。（平成２６年度）

財務会計システムの統合財務会計システムの統合財務会計システムの統合財務会計システムの統合

水道事業（マッピングシステム）と下水道事業（ＧＩＳシステム）を統合することにより、管理課内での上下

水道窓口の一元化を実現させ、更なる利用者の利便性向上を図る。（平成３０年度実施予定）

▲１０，６０４千円の効果額（平成２６年度）▲１０，６０４千円の効果額（平成２６年度）▲１０，６０４千円の効果額（平成２６年度）▲１０，６０４千円の効果額（平成２６年度）

▲２１，１６３千円の効果額（平成２６年度）▲２１，１６３千円の効果額（平成２６年度）▲２１，１６３千円の効果額（平成２６年度）▲２１，１６３千円の効果額（平成２６年度）

【「伊丹市上下水道局における会計間の負担等に関する事務取扱基準」制定（平成２６年４月１日）】

上下水道局統合に伴い、水道事業会計・工業用水道事業会計・下水道事業会計の支出のうち２以上の

会計で負担すべきものにおける負担割合を明確にすることを目的として制定。

合併入札の実施合併入札の実施合併入札の実施合併入札の実施

上下水道管路システムの統合上下水道管路システムの統合上下水道管路システムの統合上下水道管路システムの統合

各会計間の負担区分の適正化各会計間の負担区分の適正化各会計間の負担区分の適正化各会計間の負担区分の適正化

配水管及び工業用配水管の更新時に将来の水需要を勘案したダウンサイジングを実施。

▲９０，９６５千円の効果額（平成２７・２８年度）▲９０，９６５千円の効果額（平成２７・２８年度）▲９０，９６５千円の効果額（平成２７・２８年度）▲９０，９６５千円の効果額（平成２７・２８年度）

配水本管のダウンサイジング配水本管のダウンサイジング配水本管のダウンサイジング配水本管のダウンサイジング



③収益性の確保③収益性の確保③収益性の確保③収益性の確保 （消費税抜き）（消費税抜き）（消費税抜き）（消費税抜き）

Ⅲ-２．主な取り組みと効果額
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【「伊丹市上下水道局公有財産規程」「伊丹市上下水道局における行政財産使用料の減免基準」制定

（平成２９年４月１日）】

透明性・公平性を高めることを目的とした規程及び減免基準に基づいて使用許可条件の見直しを行な

い、平成２９年度より新たに２件*使用料を徴収予定。

*市スポーツ振興課、伊丹市交通局 ４５１千円の収益を確保（平成２９年度）４５１千円の収益を確保（平成２９年度）４５１千円の収益を確保（平成２９年度）４５１千円の収益を確保（平成２９年度）

【武庫川水源地コインパーキング事業（平成２６年度：１５台、平成２９年度：追加７台）】

１，３２０千円の収益を確保（平成２９年度）１，３２０千円の収益を確保（平成２９年度）１，３２０千円の収益を確保（平成２９年度）１，３２０千円の収益を確保（平成２９年度）

【兵庫県水道用水受水施設用地（平成２７年度）】

【長尾水質監視所用地（平成２９年度予定）】

１０９，８１０千円の収益を計上（平成２７年度）１０９，８１０千円の収益を計上（平成２７年度）１０９，８１０千円の収益を計上（平成２７年度）１０９，８１０千円の収益を計上（平成２７年度）

１．契約相手方
２．貸付期間
３．貸付料

： 民間パーキング業者
： ３年（自動更新）
： １１０，０００円／月１１０，０００円／月１１０，０００円／月１１０，０００円／月

１．契約相手方
２．契約金額

： 市内業者
： ２６１，０００，００８円２６１，０００，００８円２６１，０００，００８円２６１，０００，００８円

兵庫県水道用水受水施設（荻野配水池）の供用開始（平成２９年３月）に伴い機能が不要となった。
一部の土地は農業用水施設用地として下水道事業会計が取得し、残地は公募にて売却予定。

遊休地の活用遊休地の活用遊休地の活用遊休地の活用

行政財産目的外使用料の適正化行政財産目的外使用料の適正化行政財産目的外使用料の適正化行政財産目的外使用料の適正化

遊休地の売却遊休地の売却遊休地の売却遊休地の売却



④委託業務の拡大④委託業務の拡大④委託業務の拡大④委託業務の拡大 （消費税抜き）（消費税抜き）（消費税抜き）（消費税抜き）

⑤事業経営の効率化⑤事業経営の効率化⑤事業経営の効率化⑤事業経営の効率化

Ⅲ-２．主な取り組みと効果額
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平成２７年度にメータ関連業務、工業用水調定及び検針業務、下水道使用料賦課業務について委託業務
を拡大。営業課職員２名減を実現。

平日昼間の中央監視業務の委託拡大及び業務の効率化の実施により、平成２７年度に浄水課職員１名減、
平成２９年度に２名減を実現。

▲１６，５５５千円の効果額（平成２７・２９年度）▲１６，５５５千円の効果額（平成２７・２９年度）▲１６，５５５千円の効果額（平成２７・２９年度）▲１６，５５５千円の効果額（平成２７・２９年度）

▲１４，５０４千円の効果額（平成２７・２９年度）▲１４，５０４千円の効果額（平成２７・２９年度）▲１４，５０４千円の効果額（平成２７・２９年度）▲１４，５０４千円の効果額（平成２７・２９年度）

水路清掃・浚渫・除草業務について、平成３２年度の全面委託化に向けて段階的に委託拡大。平成２９年
度に管理課管理・水路Ｇ職員２名減と散水車１台の売却を実現。

▲９，６０８千円の効果額（平成２９年度）▲９，６０８千円の効果額（平成２９年度）▲９，６０８千円の効果額（平成２９年度）▲９，６０８千円の効果額（平成２９年度）

平成２７年度に、独立行政法人水資源機構に対し割賦負担金の繰上償還を要望。翌年度より割賦負担金
の繰上償還を行い、利子負担の軽減を実現。

▲２７，６６５千円の効果額（平成２８・２９年度）▲２７，６６５千円の効果額（平成２８・２９年度）▲２７，６６５千円の効果額（平成２８・２９年度）▲２７，６６５千円の効果額（平成２８・２９年度）

昨今の預金金利低迷を踏まえ、より有利な資金運用として公社債（平成２７年度に１年債（０．２％）、平成
２８年度に３年債（０．１４％））を購入。

２，０９８千円の収益を計上（平成２８・２９年度）２，０９８千円の収益を計上（平成２８・２９年度）２，０９８千円の収益を計上（平成２８・２９年度）２，０９８千円の収益を計上（平成２８・２９年度）

住宅供給公社債の購入による資金運用住宅供給公社債の購入による資金運用住宅供給公社債の購入による資金運用住宅供給公社債の購入による資金運用

日吉ダム割賦負担金の繰上償還日吉ダム割賦負担金の繰上償還日吉ダム割賦負担金の繰上償還日吉ダム割賦負担金の繰上償還

水路清掃業務の委託化水路清掃業務の委託化水路清掃業務の委託化水路清掃業務の委託化

千僧浄水場中央監視業務の委託拡大千僧浄水場中央監視業務の委託拡大千僧浄水場中央監視業務の委託拡大千僧浄水場中央監視業務の委託拡大

営業課業務の委託拡大営業課業務の委託拡大営業課業務の委託拡大営業課業務の委託拡大



((((２２２２))))市民サービスの向上市民サービスの向上市民サービスの向上市民サービスの向上

①サービスの充実・②共通業務の一元化①サービスの充実・②共通業務の一元化①サービスの充実・②共通業務の一元化①サービスの充実・②共通業務の一元化

Ⅲ-２．主な取り組みと効果額

10

平成２６年４月１日の上下水道事業組織統合後、組織及び事務分掌見直しにより、水道工務課と下水道課を

工事、維持管理の２つの部門に分け、建設課と管理課として平成２７年４月１日に組織を再編し、窓口の一元
化によるワンストップサービスを実現。

（平成２６年４月１日） （平成２７年４月１日）

これまで複数の窓口で行なってきた水道事業・下水道事業における相談や申請等の窓口を集約化することに
より、利用者の利便性を向上させるとともに、局としては上下水道の工事・維持管理の技術者交流によって、技
術の継承と業務水準の向上を実現した。

水道工務課水道工務課水道工務課水道工務課

給水申請窓口

水道工事・維持管

理

下水道課下水道課下水道課下水道課

排水申請窓口

下水道工事・維持

管理

管理課管理課管理課管理課

給水申請窓口

排水申請窓口

上下水道維持管理

建設課建設課建設課建設課
上下水道工事

水道補修工事

組織再編組織再編組織再編組織再編

平成２７年４月１日に伊丹市上下水道局事務分掌規程を改正し、これまで経営企画課で行なってきた工業用
水道に係る料金徴収・計量・量水器維持管理等の業務を営業課へ移管後、委託化。これにより、水道料金・工
業用水道料金・下水道使用料に関する業務は営業課（水道ＳＳ）に集約され、窓口一元化によるワンストップ
サービスを実現。

料金関係や休・開栓の相談、手続き等に関して、利用者の利便性向上及び適正な債権管理を実現した。

給排水設備関係の窓口一元化給排水設備関係の窓口一元化給排水設備関係の窓口一元化給排水設備関係の窓口一元化

料金関係の窓口一元化料金関係の窓口一元化料金関係の窓口一元化料金関係の窓口一元化



③緊急時及び災害時の体制強化③緊急時及び災害時の体制強化③緊急時及び災害時の体制強化③緊急時及び災害時の体制強化

Ⅲ-２．主な取り組みと効果額

11

災害や事故等の危機発生時の「迅速な初期態勢の確立」、「関係機関との速やかな情報共有及び情報収
集」など、平常時から関係機関と情報連絡体制を構築し、応急給水など効果的な応急対策に取り組むため、
相互応援体制の確立について再確認。

＜平成２８年度＞
危機管理体制の更なる強化を図るため、局内に危機管理対策会議を設置し、「危機管理計画の策定」、

「相互応援協定の拡充」、「相互融通管の整備」など危機管理における関係事業体との広域連携に関するこ
と、及び事業者との災害時応援協定に関すること等を検討。

＜平成２９年度＞

「伊丹市上下水道局危機管理計画」の策定と「危機管理対策マニュアル」の全面見直しを実施するとともに、
新たに職員危機管理ハンドブックを作成し、全職員に配布。

平成２９年４月 伊丹市管工設備協同組合と災害時応援協定を締結。

平成３０年１月 資材調達及び設備機器関係の民間事業者９社と災害時応援協定を締結。

相互応援体制の確立相互応援体制の確立相互応援体制の確立相互応援体制の確立

危機管理計画の策定危機管理計画の策定危機管理計画の策定危機管理計画の策定

災害応援協定の締結災害応援協定の締結災害応援協定の締結災害応援協定の締結



((((３３３３))))人材の育成人材の育成人材の育成人材の育成

①ジョブローテーションによる人材育成・②積極的な研修参加による人材育成①ジョブローテーションによる人材育成・②積極的な研修参加による人材育成①ジョブローテーションによる人材育成・②積極的な研修参加による人材育成①ジョブローテーションによる人材育成・②積極的な研修参加による人材育成

Ⅲ-２．主な取り組みと効果額

12

水道事業・下水道事業を取り巻く環境が変化している中、市民生活や経済活動を支えてきた水道・下水道
サービスを継続するためには、技術基盤を確保するとともに、技術力の向上が重要。

しかし、団塊の世代の大量退職以降、多くのベテラン職員が退職し、再任用職員として再配置したが、職員
の新陳代謝が図れず技術の継承という観点からは厳しい状況。

職員の配置・確保として、市長部局との人事交流により人材を確保し、適正に配置

・次代の人材を育成するため、局独自の職員採用を実施。
・平成２７年４月に上下水道事業の融合を図るため、組織を再編。

その結果、経験年数５年未満の職員が増加し、経験不足は否めないが、今後も積極的に局内外の
各種研修へ参加するなど、着実な技術基盤の確保及び技術力の向上、技術の継承に努める。

・転任者研修や各種技術研修の受講、ＯＪＴでの指導、危機管理訓練の実施
・各種業務マニュアルの整備、研修会での活用と周知および改善点の検証

内部研修

・日本水道協会や近隣市等主催の専門別研修および技術講習会などへの積極的な参加
・資格取得の推奨

外部研修

職員の人材育成職員の人材育成職員の人材育成職員の人材育成

上下水道事業の事務・技術の継承に向けた取り組み上下水道事業の事務・技術の継承に向けた取り組み上下水道事業の事務・技術の継承に向けた取り組み上下水道事業の事務・技術の継承に向けた取り組み
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((((３３３３))))人材の育成人材の育成人材の育成人材の育成

職員の配置・確保として、局独自の職員採用や市長部局との人事交流により人材を適正に配置した。

Ⅲ-２．主な取り組みと効果額

■職員数推移（各年度３月３１日現在）

委託の拡大など、業務の効率化により、職員数を削減。委託の拡大など、業務の効率化により、職員数を削減。委託の拡大など、業務の効率化により、職員数を削減。委託の拡大など、業務の効率化により、職員数を削減。

※嘱託職員、臨時職員を含む。

（3月末見込み）

単位：人
８９８９８９８９ ８５８５８５８５ ８３８３８３８３

２２２２

３３３３

３３３３

７８７８７８７８

３１３１３１３１ ２９２９２９２９ ２８２８２８２８３０３０３０３０

４７４７４７４７５０５０５０５０５４５４５４５４５６５６５６５６

２２２２



（３）人材の育成（３）人材の育成（３）人材の育成（３）人材の育成

Ⅲ-２．主な取り組みと効果額
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■20歳代・13人・16％

■30歳代・17人・21％

■40歳代・21人・26％

■50歳代・11人・14％

■60歳以上・18人・23％

■5年未満・37人・46％

■5～9年・ 22人・28％

■10～14年・ 5人・6％

■15～19年・ 6人・8％

■20年以上・10人・12％

年代別構成

経験年数別構成

26年度 28年度 29年度

26年度 28年度 29年度

■年代別・経験年数別構成（各年度３月３１日現在）

27年度

■20歳代・15人・19％

■30歳代・18人・23％

■40歳代・19人・24％

■50歳代・11人・14％

■60歳以上・16人・20％

■20歳代・11人・14％

■30歳代・22人・28％

■40歳代・19人・25％

■50歳代・11人・14％

■60歳以上・15人・19％

■20歳代・11人・15％

■30歳代・26人・34％

■40歳代・18人・24％

■50歳代・11人・15％

■60歳以上・9人・12％

■5年未満・33人・42％

■5～9年・ 27人・ 34％

■10～14年・ 5人・6％

■15～19年・ 6人・8％

■20年以上・8人・10％

■5年未満・29人・37％

■5～9年・ 29人・ 37％

■10～14年・ 7人・9％

■15～19年・ 6人・8％

■20年以上・7人・9％

■5年未満・38人・51％

■5～9年・22人・ 30％

■10～14年・ 4人・5％

■15～19年・ 4人・5％

■20年以上・ 7人・9％

27年度

年代構成のバランスが図られるとともに、年代構成のバランスが図られるとともに、年代構成のバランスが図られるとともに、年代構成のバランスが図られるとともに、

経験を経た中堅職員を配置することが経験を経た中堅職員を配置することが経験を経た中堅職員を配置することが経験を経た中堅職員を配置することが
出来た。出来た。出来た。出来た。

（3月末見込み）

（3月末見込み）
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第Ⅳ章 組織統合の総括

Ⅳ-１．経営面での効果

＜平成29年度＞

（見込）

＜合　計＞

31,767 6,300 84,665 0 122,732

0

0 109,810 0 1,771 111,581

304,743

0 16,259 0 24,408 40,667

0 0 7,101 22,662 29,763

＜項　　目＞

31,767 132,369 91,766 48,841

0 0 0 0

＜平成26年度＞ ＜平成27年度＞ ＜平成28年度＞

①事務処理の効率化

②各事業の会計負担区分の見直し

③収益性の確保

④委託業務の拡大

⑤事業経営の効率化

■伊丹市上下水道局経営健全化項目 効果額 ※新規取り組み項目 （単位：千円）

効果額 合計

４年間で約３０５百万円の経営コスト
を削減 経営の健全化を確保
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Ⅳ-２．市民サービス面での効果

＜内　　容＞

◆別々に行っていた給排水設備関係の窓口を組織再編により管理課に集約（平成２７年度）

◆経営企画課で行っていた工業用水道料金関係の窓口を営業課に集約、委託化（平成２７年

度）→料金関係の窓口を営業課（水道ＳＳ）に一元化

＜項　　目＞

◆伊丹市管工設備協同組合及び民間事業者（資材調達、設備機器関係９社）と災害応援協

定を締結、災害時の応急対策の充実

＜項　　目＞ ＜内　　容＞

◆上下水道一体となった機動的かつ迅速な災害復旧、応急給水体制を配備

◆災害等発生時の総合的かつ計画的な危機管理体制を確立（職員危機管理ハンドブックを作

成し、全職員に配布）

①給排水設備関係の窓口一元化

②料金関係の窓口一元化

■窓口の一元化によるワンストップサービスの実現

市民・事業者等の利便性の向上 市民サービスの向上

■危機管理体制の強化

①危機管理対応の充実

②危機管理計画の策定

ライフライン機能（水道・工業用水道・下水道）の維持 市民の安全・安心を確保

③災害応援協定の締結
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Ⅳ-３．組織・人員面での効果

◆経営企画室及び整備保全室の2室体制とし、総務課を経営企画課とするとともに、水道

工務課と下水道課を統合再編し、建設課及び管理課とするなど、上下水道事業の事務・

技術の融合が図れる組織体制に再編（平成２７年度）

◆水道事業、下水道事業、工業用水道事業間での人事交流による事務・技術の継承（工

事、経理事務等）

＜項　　目＞ ＜内　　容＞

◆市長部局の下水道担当部局を上下水道局に集約（１課削減）

◆総務・経理部門など共通業務の集約化

◆委託の拡大や人員配置の適正化等による職員数の削減（１１名削減）

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※嘱託職員、臨時職員含む

　　　　　　　　　　【平成２６年度（組織統合時）】　⇒　【平成２９年度（３月末見込み）】

①組織のスリム化

②人員の削減

■効率的な業務体制の構築

上下水道事務・技術の継承による人材の育成
組織体制の強化

組織力の向上

③上下水道事務・技術の継承

職員数 ７８名 （△１１名）職員数 ８９名
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第Ⅴ章 最後に
Ⅴ-１．将来にわたっての上下水道サービスの持続的提供に向けて

組織統合を踏まえた経営健全化への取り組みは、将来を見据えた安定的な水道事業と下水道事業
運営の基礎となるものである。
上下水道局では、平成２６年度に策定した「伊丹市上下水道局組織統合に係る経営健全化項目」に
掲げた取り組みを計画的に実施しているところであるが、併せて、平成２７年度には、将来の両事業の
方向性を示した「伊丹市新水道ビジョン」「伊丹市下水道ビジョン」を策定した。
さらに、平成２８年度には、投資と財源の検証を含む、ビジョンに基づく中長期の経営の基本計画とな
る「伊丹市水道事業経営戦略」「伊丹市下水道事業経営戦略」を策定した。

最後に、上下水道事業は市民生活にとってなくてはならないライフラインであり、市民意識調査による
施策の満足度においても「安定した水道や公共下水道の基盤整備」が最も高い評価を得ている。今後
も厳しい経営環境ではあるが、職員の業務に対する意識の醸成と技術力の確保・向上を図るとともに、
将来にわたり上下水道サービスの安定的、持続的提供に向けて取り組んでいきます。

経営健全化の取り組み

平成２６年度策定「組織統合に係る経営健全化項目」の継続実施

平成２７年度策定

「伊丹市新水道ビジョン」

平成２７年度策定

「伊丹市下水道ビジョン」

平成２８年度策定

「伊丹市水道事業経営戦略」

平成２８年度策定

「伊丹市下水道事業経営戦略」

（基本理念）
「未来につなぐ安全・安心な伊丹の水道」

（基本理念）
「快適な暮らしと循環型社会に貢献する伊丹の下水道」


