


































































































水みらい広島

具体的な取組について

資料番号４
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主な取組み

１ 水道サービスの信頼性確保（ＩＴ活用，業務の見える化）
これまで暗黙知とされてきた様々な情報・ノウハウをＩＴ技術の積極的
な導入により可能な限り可視化する

２ 維持管理水準の向上（維持管理ｼｽﾃﾑの導入，状態基準保全への移行）
送水ポンプに監視装置（振動，軸受温度，騒音センサー等）を設置して
常時監視を実施する

３ 技術継承（人材育成，業務内製化）
○ 水ing出向社員と県派遣社員の融合等による技術の継承
○ 点検整備や機器の故障修理（応急処置を含む）を自ら行い、実務経験を

積むことで技術力向上を図る
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タブレットによる
設備点検

ビジュアルマニュアル
による技術の標準化 機器状態の見える化

維持管理情報を共有

ノウハウを標準化

点検業務・修繕業務の
効率化

事故時等のスムーズな
対応

業務の均質化

施設の長寿命化と、LCC
（ライフサイクルコスト）の
最適化

クラウドサービスによる
アセットマネジメント

期待される効果

タブレットによる
遠方監視

タブレットによる
管路マッピングシステム

状態センサーによる
機器の遠隔監視

水道サービスの信頼性確保（ＩＴ活用，業務の見える化）

○ITを活用したシステムを導入し、点検業務・修繕業務の効率化を実現

○全社員がタブレット端末により情報を共有



維持管理水準の向上（維持管理システムの導入）
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維持管理水準の向上（状態基準保全への移行）

ＣＢＭの導入

時間基準保全(ＴＢＭ)から状態基準保全(ＣＢ

Ｍ)へ移行し、適正に設備管理を行う。

対象設備選定

•劣化状態が
定量的に評
価できるも
の

管理表の作成

•機能・性能
の測定項目
と正常値、
保全基準値
を整理

試行・実施

•各事業所で実態に合っ
た管理表の作成

•管理表に基づく測定の
実施、記録、測定値の評
価



技術継承（人材育成）
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技術継承（危機管理体制の強化）

指定管理者（水道用水供給）と水道用水の受水市と合同訓練を実施

○ 緊急時連絡管による応援給水を想定

○ 実際に配管を切替えて手順を確認

・充水、管洗浄、排水、水質検査、送水

・課題の検証



技術継承（業務内製化①）
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内製化の実績

○計画分

事業所
件数

内製化した業務
2015 2016

西部 8 14
沈でん池清掃業務、急速ろ過池設備点検業務、一般廃棄物収集運搬業務、管理用
地整備業務（一部）、送水ポンプ等設備診断業務、生物センサー保守点検業務

※赤字：2016年度から内製化

○臨時分

サンプリングポンプ取替工事、場内配管修繕工事、排泥促進ポンプ分解整備工事、コンプレッサー分解整備工事、薬
品注入機バルブ取替工事、活性炭注入機修繕等
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技術継承（業務内製化②）

施設の理解力が向上

点検･整備業務に対する理解
力が向上

危機対応能力の向上

外注した場合でも業務の管理
水準が向上

維持管理コスト、ＬＣＣコストの
縮減に繋がる

指定管理業務の品質向上

期待される効果
業務計画の立案、業務実施(作業、品質管理)、報告書の
作成まで全て自ら実施
（必要に応じて専門技術者の応援・指導を受ける）

○小型汎用ポンプ、空気圧縮機(ベビコン)の分解整備

○急速ろ過池設備点検

（ＫＹミーティング）

（作業手順書）
（作業状況）



技術継承（業務内製化③）
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内製化業務の例
○急速ろ過池点検業務



技術継承（業務内製化④）
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○沈殿設備清掃業務



技術継承（業務内製化⑤）
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○汚泥脱水処理業務



資料番号５

指定管理の経費の推移について



指定管理制度導入後の経費の推移

① 県の実績 ② 指定管理者の実績 （単位：千円，税抜）

区分 H24
区分 H25 H26 H27

H28
平均

当初額A 537,561 実績額D 526,864 546,182 495,127 563,871 ―

追加額B 51,741

差引

D-A ▲10,697 8,621 ▲42,434 －

▲17,485

合計額C 589,302 D-C － － － ▲25,431

○ 指定管理者制度の導入前と比較して，平均で１７，４８５千円減少

○ 平成２８年度から水質管理業務を追加（追加額Ｂ）



人材育成に係る経費

○ 県内の雇用創出及び技術者の養成のため，地元から積極的に

プロパー社員を採用したため，人件費が増加した。

① 県の実績 ② 指定管理者の実績 （単位：千円，税抜）

区分 H24 区分 H25 H26 H27 H28 平均

当初額A 244,834 実績額D 236,242 266,487 240,320 260,530 ―

追加額B 8,500
差引

D-A ▲ 8,592 21,653 ▲ 4,514 －

3,936
合計額C 253,334 D-C － － － 7,196

③ 社員数の推移

区分 H24導入前 H25.4.1(A) H29.4.1(B) 増減(B-A)

社員数

(うち県派遣数)
35人

35人

（15人）

45人

（10人）

10人

(▲5人)



技術継承（内製化）に係る経費（修繕費，設備保守等委託費）

※県の実績は，施設の点検周期による増減幅が大きいため，過去5年(H20～24)の平均値で補正した。

○ 社員の技術習得のため，配管改造，ポンプ分解整備など，外注業務の

一部を社員が実施（内製化）したこと等により，修繕費，設備保守等委託費が

減少した。

① 県の実績 ② 指定管理者の実績 （単位：千円，税抜）

区分 H24 区分 H25 H26 H27 H28 平均

当初額A 71,753 実績額D 49,204 49,180 43,162 40,465 ―

追加額B －
差引

D-A ▲22,549 ▲22,573 ▲28,591 ▲31,288
▲26,250

合計額C 71,753 D-C － － － －

＜修繕費＞

＜設備保守等委託費＞

① 県の実績 ② 指定管理者の実績 （単位：千円，税抜）

区分 H24 区分 H25 H26 H27 H28 平均

当初額A 69,115 実績額D 66,916 56,934 55,147 98,970 ―

追加額B 42,135
差引

D-A ▲2,199 ▲12,181 ▲13,968 －
▲10,157

合計額C 111,250 D-C － － － ▲12,280


