
平成２８年度事業報告

天神川流域下水道の維持管理及び運営業務を行う指定管理者（平成２６年度～平成３０年度）として、

天神浄化センター（終末処理場）の運転管理を適正かつ効率的に行い、良好で安定的な下水処理の確保を

図るとともに、設備機器類等の下水道施設の適切な維持管理を行うことで、持続的な下水道機能の確保に

取り組んだ。

また、水質分析及び下水道知識の普及・啓発等の事業を実施することともに、継続的な業務改善と効果

的・効率的な管理運営による経費の縮減に取り組んだ。

【指定管理受託料】 （単位：千円）

年 度 平成２７年度 平成２８年度 対前年度比

決 算 額 ４７５，９３２ ４９１，７５６ １．０３３

１ 天神川流域下水道の管理運営業務

（１）天神浄化センターの運転管理業務

天神浄化センターの流入汚水に対して、水処理施設、汚泥処理施設等の運転管理を適正かつ効率的に

行い、常に良好な状況を保持し下水道機能の確保を図るとともに、年間を通じて良好で安定的な下水処

理を実施することができた。脱水汚泥は全量処分委託により堆肥化及び固形燃料化（炭化）として有効

活用を図った。

流入汚水量は年間 7,482 千 m3（日量 20,499 m3）で、対前年比 6.1%の増加となり、脱水汚泥は年間

5,281 ﾄﾝで、4.7%の増加となった。一方で、使用電力量は2.5%の増加にとどめるとともに、燃料（重油）

や塩素滅菌剤等の使用量は削減することができた。

ア 流入汚水量の状況

年間計画流入水量は、日平均20,026m3であり、平成28年度の実績は、表のとおりである。

(単位:m3) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

日 平 均 18,413 18,417 19,131 19,095 19,524 21,179 20,101

月 計 552,375 570,914 573,932 591,950 605,258 635,376 623,118

(単位:m3) 11月 12月 1月 2月 3月 合計

日 平 均 21,928 22,800 21,873 23,172 20,571 20,499

月 計 657,832 706,785 678,074 648,818 637,716 7,482,148

イ 水処理の状況

項 目 流 入 下 水 放 流 水 放流水の水質基準（下水道法） 水質除去率

ＢＯＤ（㎎/ℓ） 140 2.1 15 98%

浮遊物質（SS）（㎎/ℓ） 120 2 40 98%

ウ 汚泥処理の状況

(単位:ｔ) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

月計 442.3 460.3 394.4 430.9 501.9 374.6 402.8

(単位:ｔ) 11月 12月 1月 2月 3月 合計

月計 480.5 448.2 451.5 409.6 484.2 5,281.2

※汚泥搬出（3社：肥料化・炭化）搬出総量：5,398.68ｔ

（２）施設の維持管理業務

天神浄化センターの日々の運転操作・監視及び保守点検を外部委託で実施するとともに、設備機器類



の定期的な点検調整と必要な部品交換や修繕工事、そして3号主ポンプ、2号送風機、ケーキ貯留サイ

ロ等の計画的な分解整備（オーバーホール）を実施し、故障の未然防止や主要機器類の長寿命化に取り

組んだ。

また、若土ポンプ場施設や市町処理分区の流量計測設備（23箇所）等の維持管理、幹線管路施設の巡

回点検等を実施した。

【1件100万円以上の修繕費】 （単位：千円）

年 度 平成２７年度 平成２８年度

件数 ７ １１

金額 ６４，８１６ ８４，６４１

２ 下水道の水質分析等

平成28年度水質試験計画により、天神浄化センターへ流入する汚水、放流水、市町処理分区の接

続点の汚水及び汚泥等の分析を公社が直営で実施し、リアルタイムに現場へ反映させることにより、

適正かつ効率的な運転管理に取り組んだ。

試 験 名 試験回数 試 験 項 目 検体数 備 考

日常試験 243 水温、外観、透視度等7項目 10,935 毎日（休日等除く）

中試験 101 BOD、COD、浮遊物質等36項目 9,609 週1～2回

精密試験 24 ｎ－ヘキサン抽出物質等42項目 412 月2回～年2回

通日試験 4 BOD、COD、浮遊物質等8項目 608 年4回

汚泥試験 24 温度、蒸発残留物、含水率等41項目 1,428 月2回～年4回

管渠接続箇所試験 4 水温、pH、BOD等44項目 1,681 年1回～4回

放流海域試験 4 大腸菌群数、塩化物イオン等13項目 264 年4回

悪臭物質試験 1 アンモニア、硫化水素等5項目 73 年1回

騒音試験 1 騒音 16 年1回

合 計 406 25,026

３ 下水道技術者の養成

ア 県内下水道事業に係る職員の技術研修会を鳥取県及び日本下水道事業団と共催で開催した。また、

職員の資質向上を図るため、研修、講習会に参加した。

・鳥取県下水道事業担当者研修会

開催日時：10月18日 9:00～17:00

参加者：県内市町村担当者、日本下水道事業団、公社職員等 72名

主な内容：公営企業会計について、経営戦略について、浸水対策について、下水道ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄにつ

いて、ﾒﾀﾝ活用石川ﾓﾃﾞﾙについて

イ 職員の技術の向上を図るため、次のとおり研修会、講習会へ参加した。

・防火管理者新規講習会（中部ふるさと広域連合） 5月17日～18日 1名受講

・化学物質ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄに係る講習会（鳥取県労働局） 5月25日 2名出席

・安全管理者等研修会（鳥取県労働基準協会） 6月21日 1名受講

・鳥取県公衆衛生学会（鳥取県） 7月14日 2名出席

・ｱｰｸ溶接等業務特別教育（鳥取県労働基準協会） 8月17日～19日 1名受講

・中国ﾌﾞﾛｯｸ下水道担当者会議（山口県） 10月19日 1名出席

・下水道実務講習会（中国四国地方下水道協会） 10月28日 1名受講

・電気取扱い業務（低電圧）に係る特別教育（鳥取県労働基準協会） 12月8日 1名受講

・処理場管理Ⅰ研修（日本下水道事業団） 1月23日～27日 1名受講

・下水道管路施設腐食対策の手引き改訂版説明会（日本下水道協会） 2月15日 1名受講

４ 下水道技術の調査研究

下水道管理技術は年々進歩しており、適切かつ効率的な運転管理と維持管理の実践に向けて課題・

テーマを選定し調査研究に取り組んでいる。



ア 平成28年8月より毎月１回程度水処理・汚泥処理等検討会を開催し、調査研究内容の議論を実施

し、成果の反映を図っている。（10回開催）

イ 第５３回下水道研究発表会（名古屋市）に2名職員が参加した。

主な内容：下水道に関連する技術や 下水道経営などに関する日頃の研究成果や実務事例等

５ 下水道知識の普及及び啓発

ア ホームページに公社の財務状況、水処理状況、催しの案内等を随時掲載した。

イ 下水道についての理解と普及促進を図るため次のとおり開催した。

・ぐるり水の探険

１市４町の小学生親子を対象に、東郷ﾀﾞﾑ、倉吉市水道局円谷町水源池、天神浄化ｾﾝﾀｰの施設見

学、水質検査の体験等を行い、水の循環、適正な利用、汚水処理について理解を深めてもらった。

平成28年7月23日（土） 33家族77名（大人35人、子ども42人）

・第28回下水道コンクール

１市３町の小学校４年生の児童を対象に下水道に関するﾎﾟｽﾀｰ、習字、標語の作品を募集した。

表彰式：10月11日(倉吉未来中心)

展示会：10月9日～12日（倉吉未来中心）

応募作品数：774点（ﾎﾟｽﾀｰ 39点（ 6校）、習字513点(20 校）、標語222点（6校)）

入賞作品：ﾎﾟｽﾀｰ 8点、習字16点、標語11点

・下水道ふれあい教室

小学校に職員が出向き、下水道の仕組み、微生物の説明、顕微鏡観察、水質検査等の授業を実

施した。（7校）

実施校：北谷小学校（6月20日）、関金小学校（6月23日）、三朝町立西小学校（7月4日）、

成徳小学校（7月7日）、社小学校（7月8日）、灘手小学校（7月12日）、

東郷小学校（7月13日）

・施設見学者への対応

平成28年度に天神浄化センターの見学に訪れた人数は下記のとおりであった。また、見学者用

パネルを設置して、わかりやすく説明を心掛けた。

見学者総数 315人（内訳：一般 3人 学校 297人 官公庁関係 15人）

６ 業務改善と事業経営の効率化

（１）水処理、汚泥処理等検討会の開催

平成28年8月より毎月1回ペースで水処理・汚泥処理等検討会を開催し、業務の充実・改善、維

持管理技術の調査研究及び適切かつ効率的な管理運営に向けた検討会に取り組んだ。

・夏期の汚泥性状の変動について

・汚水処理原価の現状と課題について

・水処理、汚泥処理費用の削減について

・地震時の初動対応と被災状況調査について

・場内植栽管理方法の抜本的な見直しについて

・中期経営計画について

（２）経費削減の取り組み

管理業務の経営改善と経費削減等による事業経営の効率化に、現場主義で実践的に取り組んだ。

・管理棟ボイラーの廃止（削減額 310千円）

・次亜塩素酸ナトリウム注入率の見直しによる減量（削減額 1,050千円）



・屋外水銀灯のＬＥＤ化（8灯）（削減額 150千円）

・再生可能エネルギー発電促進賦課金減免措置の適用（削減額 9,500千円）

・流量計測設備点検業務委託の点検頻度の見直し（削減額 2,100千円）

・物品購入見積依頼者の増（3者以上の対象を20万円から5万円に引き下げ等）

（３）環境改善

トイレが和式で、30年以上経過して古くなっていること、見学者の多くは小学生でほとんどが洋

式トイレを使用していることから、利用しやすいように洋式に改修した。

７ その他業務

（１）鳥取県中部地震の被災対応（10月21日発生）

・天神浄化センター

14 時 7 分 地震発生、直後に全停電。14 時 53 分、電気設備復旧。15 時 8 分 主ポンプ運転開

始。

場内道路等の沈下4箇所あり。機械設備には被害なし。

・幹線管渠

公社でマンホール概略点検を約230箇所実施。マンホールのクラックや漏水・浸入水等の損傷マ

ンホールが多数確認された。

マンホール被災箇所は、47 箇所で被災率は 16%であった。（中部総合事務所県土整備局で災害復

旧工事を対応）

・下水流入量の増加

地震の影響でマンホール、管渠等の損傷により流入水量は、日量約4,500m3の増加があり、市町

公共下水道処理分区が日量2,800m3、県幹線管渠が日量1,700m3と推定され、処理費用の増加など

影響が出ている。平成 29 年 4 月現在で流入汚水量は日量 19,854m3 であり、対前年同月比で、

1,441m3（7.8%）の増加状況となっている。

（２）防災訓練等

消防計画を見直して、火災だけでなく、地震、その他の災害を想定した計画を策定した。年1回の

総合訓練を実施した

（３）中期経営計画の策定の取り組み

下水道事業を取り巻く経営環境の変化に対応するために、事業及び経営状況等の的確な現状把握

を行った上で、中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、公社事業の充実と経営の効率化を

一層進める必要がある。このため、今後の公社の果たすべき役割、方向性及び具体的な取組み等を明

確に示した中期経営計画の策定に取り組んだ。

計画期間は、平成29年度～平成32年度の4年間とした。

（４）維持管理年報の作成

平成27年度維持管理年報を平成28年8月に作成した。

（５）全国下水道公社連絡協議会、中国四国下水道公社連絡協議会

次のとおり職員が出席した。

・全国下水道公社連絡協議会（主催：（公財）福井県下水道公社） 10月27日～28日 2名出席

・中国四国下水道公社連絡協議会（主催：（公財）岡山県下水道公社） 11月18日 2名出席

（６）人権教育の研修会

次のとおり職員が出席、公社で開催した。

・公正採用選考人権啓発推進員研修会 6月2日、1月31日 1名出席



・職場内人権研修会 3月8日

（７）その他の主な業務

4月17日 天神川一斉清掃参加

20日 労働基準協会中部支部定期総会（1名出席）

22日 鳥取県下水道協会総会（1名出席）

5月25日 地方公共団体を対象とした消費税説明会（1名出席）

27日 日本下水道協会中国四国地方支部総会（1名出席）

6月28日 鳥取県産業安全衛生大会、安全衛生関係表彰受賞（1名出席）

8月 4日 天神川水系水質汚濁防止連絡協議会幹事会（1名出席）

31日 公益法人立入検査（鳥取県法人指導課職員）

9月 8日 脱水汚泥処理業務委託現地確認（鳥取市）

13日 脱水汚泥処理業務委託現地確認（境港市）

10月13日 脱水汚泥処理業務委託現地確認（加古川市）

21日 鳥取県中部地震発生、以降流域幹線管渠マンホール等の調査を実施

24日 再生可能エネルギー賦課金減免制度の改正に伴う申請手続きの変更の説明会（1名出席）

12月15日 水質事故現地対策訓練（2名出席）

1月31日 不当要求行為等対策研修会（2名出席）

2月22日 女性リーダー育成セミナー（1名出席）

3月16日 ＴＥＡＳ取得組織向けリフレッシュセミナー（1名出席）

3月29日 ＴＥＡＳ審査

８ 理事会及び評議員会の開催と議決事項

（１）理事会

名 称 開 催 年 月 日 議 決 事 項

第１４回理事会 平成２８年５月１３日 ・平成２７年度事業報告について

・平成２７年度決算について

・役員の選任について

・評議員の選任について

・評議員会の招集について

第１５回理事会 平成２８年５月３１日 ・理事長及び常務理事の選定について

第１６回理事会

（みなし決議）

平成２８年８月４日 ・評議員会の招集について

第１７回理事会 平成２９年３月２４日 ・平成２９年度事業計画について

・平成２９年度予算について

・債務負担行為について

・規定の改正について

（２）評議員会

名 称 開 催 年 月 日 議 決 事 項

第７回評議員会 平成２８年５月３０日 ・平成２７年度事業報告及び決算につい

て

・役員の選任について

・評議員の選任について

第８回評議員会

（みなし決議）

平成２８年８月１０日 ・大呂英樹氏の理事選任について

９ 登記事項



事 由 登 記 事 項 登記年月日 申請先

理事及び監事

の就任、退任

平成28年5月30日 理事 長谷川具章 就任

〃 理事 宮脇正道 重任

〃 理事 吉田秀光 重任

〃 理事 松本昭夫 重任

〃 理事 竺原晶子 重任

〃 理事 中村吉孝 重任

〃 理事 山﨑昌徳 重任

〃 監事 馬壁聰之介 重任

〃 監事 木天昌明 重任

〃 理事 長谷川正敏 退任
平成28年

6月8日
鳥取

地方

法務局

評議員の就任

平成28年5月30日 評議員 石田耕太郎 重任

〃 評議員 能登克浩 重任

〃 評議員 松島文子 重任

〃 評議員 井土美智子 重任

〃 評議員 太田祐司 重任

〃 評議員 廣田一恭 退任

代表理事の就

任及び退任

平成28年5月31日 代表理事 長谷川具章 就任

平成28年5月30日 代表理事 長谷川正敏 退任

理事の辞任及

び就任

平成28年7月20日 理事 中村吉孝 辞任

平成28年8月10日 理事 大呂英樹 就任

平成28年

8月16日

１０ 監事による監査

・平成27年度決算監査 平成28年4月28日

・平成28年度定例監査 平成28年12月22日


