指定管理者が行う公の施設の管理状況報告（令和２年度分）
＜県の評価等＞
施設所管部名： 県土整備部
１ 指定管理者の概要等

施設の名称及び所在

指定管理者の名称等
指定の期間
指定管理者が行う管理
業務の内容

三重県流域下水道施設
北部浄化センター
（三重郡川越町大字亀崎新田 80 番地 2 他）
南部浄化センター
（四日市市楠町北五味塚 1085 番地 18）
志登茂川浄化センター
（津市白塚町 1592 番地）
雲出川左岸浄化センター
（津市雲出鋼管町 52 番地 5 他）
松阪浄化センター
（松阪市高須町 3922 番地 他）
宮川浄化センター
（伊勢市大湊町 1126 番地）
三重県流域下水道普及啓発施設
北部処理区スポーツ広場
（三重郡川越町大字亀崎新田 80 番地 2 他）
松阪処理区高須町公園
（松阪市高須町 3227 番地 8 他）
宮川処理区スポーツ広場
（伊勢市大湊町 1126 番地）
公益財団法人三重県下水道公社 理事長 稲垣 司（松阪市高須町 3922 番地）
平成３１年４月１日～令和６年３月３１日
・ 流域下水道の機械設備及び電気設備の運転操作に関する業務
・ 流域下水道の施設、設備及び備品の維持管理に関する業務
・ その他の業務

２ 施設設置者としての県の評価

※指定管理者が変わった場合、前年度の評価は斜線を記入しています。

指定管理者
の自己評価

県の評価

R１

R2

R1

１ 管理業務
の実施状況

Ａ

Ｂ

－

２ 施設の
利用状況

Ａ

Ａ

３ 成果目標
及びその実績

Ａ

Ａ

評価の項目

※「評価の項目」の県
の評価 ：

総括的な
評価

コメント

R2
一つの浄化センターで一時的に目標放流水質を超過した事
案を除き、季節、天候、流入水質等が変動するなかで目標放流
水質での運転管理に努め、安定したサービスの提供を行った。
年々増加する流入汚水に対応して汚水処理業務を実施する
とともに、新型コロナウイルス感染防止対策を実施の上、出前
教室など積極的に下水道の普及啓発に取り組んだ。
汚泥含水率について目標を達成できており、コスト縮減につ
いても目標以上の成果を上げている。

「＋」（プラス） → 指定管理者の自己評価に比べて高く評価する。
「－」（マイナス）→ 指定管理者の自己評価に比べて低く評価する。
「 」（空白） → 指定管理者の自己評価と概ね同じ評価とする。

（指定管理者の評価に対する県の評価）
指定管理者は、
「管理業務の実施状況」についてＢ評価、
「施設の利用状況」と「成果目標
及びその実績」についてＡ評価としている。
「管理業務の実施状況」については、一つの浄化センターで一時的に目標放流水質を超過
した事案を除き、年間を通じ、目標放流水質での運転管理に努め、安定したサービスの提供
を行ったため、指定管理者の自己評価と同じ評価とした。
「施設の利用状況」については、新型コロナウイルス感染防止対策を実施の上、下水道の
普及啓発に積極的に取り組んだこと、「成果目標及びその実績」については、下水処理に係
る専門的な知識とノウハウを活かし、汚泥含水率の目標を達成でき、コスト縮減も目標以上
の成果を上げていることから、いずれも指定管理者の自己評価と同じ評価とした。
（今後の課題又は指定管理者への期待）
流域下水道施設の維持管理については、安定した維持管理体制の継続に努め、目標放流水
質を遵守し良好な放流水質を確保するとともに、引き続き積極的な普及啓発に取り組まれた
い。また、施設の長寿命化等によるライフサイクルコスト低減に向けた効果的な点検や適切
な維持管理及び修繕についても期待する。

＜指定管理者の評価・報告書（令和２年度分）＞
指定管理者の名称： 公益財団法人三重県下水道公社

１ 管理業務の実施状況及び利用状況
（１）管理業務の実施状況
①流域下水道施設管理運営事業の実施に関する業務
施設の設置目的を達成するため、24 時間体制で運転管理を行い、季節、天候及び流入水量の変
動等いかなる状況下においても安定したサービスを提供するとともに、公共用水域である伊勢湾
の水質保全及び改善に寄与すべく、水質汚濁防止法及び下水道法の排水（水質）基準を守るため
目標放流水質を設定している。令和２年度は、一つの浄化センターにおけるリン（T-P）が一時
的に目標放流水質を超過したものの、排水基準は維持しており、その他については全て目標放流
水質をクリアし良好な放流水質を確保している。
なお、流域下水道幹線の各接続点マンホールにおいて、県及び流域関連市町と連携のうえ水質
調査を実施し、浄化センターへの悪水流入の監視に努めている。
また、
「下水道業務継続計画（下水道 BCP）～災害対応マニュアル～」を抜本的に見直し、それ
に基づく災害対応訓練を積み重ねるとともに、
「下水道業務継続計画（下水道 BCP）～感染症対応
マニュアル～」
（暫定版）を新たに策定し、新型コロナウイルス感染症にも対応している。
さらに、コスト縮減については、電力費を大幅に削減するなど目標以上の成果を上げており、
水量あたりの処理単価も昨年度に比べ約 4.5％減少している。
②施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務
施設の長寿命化、機能維持を目的とした計画修繕については、状態監視により一部施設の修繕
時期を見直し、修繕費を抑えるとともに、老朽化に伴い発生した不具合については、復旧期限を
設けてできる限り早期の不具合解消に努めている。
③県施策への配慮に関する業務
「持続可能な循環型社会の構築」に寄与し、環境負荷の軽減を図るため、下水汚泥の含水率を
低減させ、廃棄物の減量化を行い、処分費用の抑制に努めるとともに、全量をセメント原料とし
て再利用している。
令和２年度は各浄化センター（平成 30 年度に供用を開始した志登茂川浄化センターを除く）
において、脱水機の標準仕様より含水率を 3.0～4.8 ポイント低減させて汚泥処理を行った。こ
れにより、標準仕様の含水率で処理した場合、64,312 トンの汚泥が発生するところを 55,584 ト
ンに抑制することができた。
「男女共同参画の社会づくり」にも配慮し、子育て世代の職員が仕事と育児の両立を図れるよ
う、育児休業及び育児短時間勤務制度を導入し、未就学の子どもを育てながら働き続ける意欲を
支援しており、３名の職員がこの制度を利用している。
④情報公開・個人情報保護に関する業務
「三重県下水道公社情報公開規程及び実施要綱」に基づき、適正に運用している。
令和２年度における開示請求の件数は 16 件で、16 件の全てを開示決定している。
また、「三重県下水道公社個人情報保護規程」を定め、全職員に下水道公社が保有する個人情
報の厳重な管理を周知し、個人の権利利益の保護に努めている。
⑤その他の業務
下水道知識のさらなる普及啓発を図るため、浄化センターの施設見学会及び職員が小学校へ出
向いて、下水道の仕組みの説明や水質の簡易測定実験等を行う下水道出前教室を実施した。令和
２年度の出前教室は、新型コロナウイルス感染拡大のため４月上旬から７月末まで中断したもの
の、８月から感染防止対策を実施の上、再開し、中勢沿岸流域下水道の処理区内にある小学校を
中心に 26 校、計 1,165 人を対象として実施した。
また、
「新経営計画 2019」に基づく生徒・学生・市民向け講座の一環として、県立相可高等学
校食物調理科の１年生 37 人を対象に、普段から調理する際の排水処理に関心を持ってもらうた
めの下水道出前講座を開催した。
さらに、下水道ポスターコンクールとして、次世代を担う児童から啓発ポスターを募集し、応
募校 31 校、計 194 点の中から、入賞作品計 24 点を選定し、県庁県民ホールほか県内 6 か所で作
品展示会を開催し、広く県民に下水道について考える機会の提供を行った。
なお、出前教室及びポスターコンクールの作品展示等は、下水道への関心及び公社の認知度を
さらに高めるため、テレビ・新聞等のマスメディアの取材を通じて積極的に情報発信を行った。

（２）施設の利用状況
ライフラインである流域下水道施設の汚水処理業務については、年々増加する汚水を良好な水質
に処理するとともに、業務を中断することなくサービスの提供を継続している。
・ 全浄化センターの流入水量 ：84,018,153 ㎥ （対前年比 104.0％）
・ 全浄化センターの汚泥処分量：56,307.45 トン（対前年比 102.7％）
また、下水道に関する理解を深め、正しい利用方法などを啓発するため、浄化センターへの施設
見学者を受け入れている。さらに、普及啓発施設の利用等を通じて、下水道の普及啓発に努めてい
る。なお、新型コロナウイルス感染拡大のため、下記の期間利用停止を行った。
浄化センターへの施設見学：４月上旬から７月末まで
普及啓発施設の利用：４月上旬から５月末まで
松阪処理区高須町公園オートキャンプ場：４月上旬から６月中旬まで
12 月下旬から３月末まで
・ 普及啓発対象者：5,001 人（施設見学者：3,799 人、出前教室及び出前講座受講者：1,202 人）
・ 下水道普及啓発施設の利用人員：28,443 人（集計可能なものに限る）

２ 利用料金の収入の実績

３ 管理業務に関する経費の収支状況
（単位：円）

指定管理料

収入の部
R１

R２

4,517,277,378

4,482,470,929

利用料金収入
その他の収入

0

0

合計 (a)

4,517,277,378

4,482,470,929

収支差額
(a)-(b)

0

0

支出の部
R１

R２

事業費

4,503,982,714

4,467,573,666

管理費

13,294,664

14,897,263

0

0

4,517,277,378

4,482,470,929

その他の支出
合計（b）

※指定管理者が変わった場合、前年度の収支状況には斜線を記入しています。
※参考
利用料金減免額

―

４ 成果目標とその実績
目標放流水質

成果目標

（BOD、COD、SS、T‐N、T‐P の単位：mg/ℓ）
BOD
COD
SS
T‐N
T‐P 汚泥の含水率
北部浄化センター
14
18
20
12
1.3
76％以下
南部浄化センター
9
18
9
9
2
76％以下
志登茂川浄化センター
(15) (100) (40) (20) (3.0)
－
雲出川左岸浄化センター
14
18
20
17
1.5
78％以下
松阪浄化センター
14
18
20
9.5
0.9
75％以下
宮川浄化センター
14
18
20
9.5
0.9
75％以下
※ 志登茂川浄化センターについては、法令で定める放流水質の基準を（ ）書き
で記載
コスト縮減項目
電力調達契約を見直すこと等による電力費の削減

目標値
5 年間で 500,000 千円削減

放流水質（最大値）

成果目標に対す
る実績

今後の取組方針

BOD
3.5
8.1
3.5
8.0
1.9
2.4

（BOD、COD、SS、T‐N、T‐P の単位：mg/ℓ）
COD
SS
T‐N T‐P 汚泥の含水率
8.6
4
9.1
1.3
74.9％
10
5
7.4
1.4
74.2％
15
2
9.1
1.3
81.4％
11
13
14
1.5
75.2％
8.7
6
9.1
0.9
74.0％
8.4
2
8.4
1.0
74.0％

北部浄化センター
南部浄化センター
志登茂川浄化センター
雲出川左岸浄化センター
松阪浄化センター
宮川浄化センター
コスト縮減項目
電力調達契約を見直すこと等による電力費の削減
令和２年度：143,268 千円削減
（令和元～2 年度：269,572 千円削減）
令和元年度から令和５年度までの５年間を計画期間とする「新経営計画 2019」に
掲げる次の基本運営方針に基づき、流域下水道施設の指定管理者として、適正な管
理業務と普及啓発に努める。
① 放流水質基準値の遵守による公共用水域の水質保全及び改善
② 設備・機器の計画的な点検、修繕による施設の適正管理
③ 効果的・効率的な運転管理によるコストの縮減
④ 関係機関との連携による危機管理のさらなる強化
⑤ 県民の下水道事業に対する関心の醸成と魅力の発信
⑥ 行政機関への支援

５ 管理業務に関する自己評価
※指定管理者が変わった場合、前年度の評価は斜線を記入しています。
評価の項目

評価
R１

１ 管理業務
の実施状況
Ａ

B

Ａ

Ａ

Ａ

A

２ 施設の利
用状況

３ 成果目標
及びその実績

※評価の項目「１」
の評価 ：

※評価の項目「２」
「３」の評価 ：

コメント

R２
業務計画書に定めた管理業務について、流入量の増加や、季節、天候に
より流入水質が変動するなか、水処理工程における常時監視及び工程調整
等の日常的な管理を適切に行っているが、放流水質については、一つの浄
化センターで一時的に目標放流水質を超過した。
施設の長寿命化、機能維持を目的とした計画修繕については、状態監視
により一部施設の修繕時期を見直し、経費の抑制に努めている。
汚水処理業務については、年々増加する汚水を良好な水質に処理した後、
公共用水域へ放流している。
また、各浄化センター施設における施設見学者の受入れについては、新
型コロナウイルス感染拡大のため一時期中断せざるを得なかったものの、
感染防止対策を実施の上、再開し、下水道の普及啓発を積極的に行ってい
る。
汚泥処理については成果目標に定める含水率を遵守するとともに、放流
水質についても、一つの浄化センターで一時的に目標放流水質を超過した
ものの、その他は目標放流水質を遵守し、良好な放流水質を確保している。
加えて、コスト縮減については、目標以上の成果を上げている。
「Ａ」 → 業務計画を順調に実施し、特に優れた実績を上げている。
「Ｂ」 → 業務計画を順調に実施している。
「Ｃ」 → 業務計画を十分には実施できていない。
「Ｄ」 → 業務計画の実施に向けて、大きな改善を要する。
「Ａ」
「Ｂ」
「Ｃ」
「Ｄ」

→
→
→
→

当初の目標を達成し、特に優れた実績を上げている。
当初の目標を達成している。
当初の目標を十分には達成できていない。
当初の目標を達成できず、大きな改善を要する。

総括的な
評価

（成果目標に対する達成度）
三重県流域下水道施設の指定管理者としての基本方針「①維持管理コストの抑制、②危
機対応力の向上、③普及啓発活動（施設見学を含む）の推進、④調査研究事業の充実」及
び令和元年度から令和５年度までの５年間を計画期間とする「新経営計画 2019」に基づ
き、施設の維持管理に努めた。
令和２年度は、
全浄化センターにおける年間流入水量 84,018,153 ㎥（対前年比 104.0％）
を良好な水質に処理し、一つの浄化センターにおけるリン（T-P）が一時的に目標放流水
質を超過したものの、その他は成果目標を達成した。また、大雨等による大量の不明水浸
入時においても下水道利用者へのサービス提供はもとより、成果目標に掲げる放流水質を
維持することで、
流域下水道施設の設置目的の一つである伊勢湾の水質保全に寄与するこ
とができた。
特に平成 30 年４月に供用した志登茂川浄化センターについて、流入水量の増加に伴い、
令和３年１月から初期運転の第二段階に移行し、窒素除去効率を上げた運転を行い、安定
的な放流水質の維持に努めている。
汚泥処理についても成果目標に定める含水率を遵守し、廃棄物の減量化に努めるととも
に、全量をセメント原料として再利用するなど、県が掲げる循環型社会の構築に寄与する
ことができた。
コスト縮減については、電力費を大幅に削減するなど目標以上の成果を上げており、水
量あたりの処理単価も昨年度に比べ約 4.5％減少している。
（普及啓発事業の実施）
下水道に関する理解を深め、正しい利用方法などを啓発するための浄化センターへの施
設見学者の受け入れについては、新型コロナウイルス感染拡大のため一時期中断せざるを
得なかったものの、普及啓発施設の利用及びマスメディアを通じた情報発信と併せて、下
水道の普及啓発に努めている。
（危機管理体制の確保）
危機管理として、
「下水道業務継続計画（下水道 BCP）～災害対応マニュアル～」を抜
本的に見直し、それに基づく災害対応訓練を積み重ねるとともに、
「下水道業務継続計画
（下水道 BCP）～感染症対応マニュアル～」（暫定版）を新たに策定し、新型コロナウイ
ルス感染症にも対応している。

