
1 ．O＆M契約に向けた業務指標

　水道事業は維持管理の時代を迎えて、一層その
効率化が求められるようになり、浄水場などの維
持管理の業務委託が行われるようになってきてい
ます。
　水道法でいう法的な責任を持った第三者委託、
PFI、DBOなどの動きに応えるため、事業執行の
評価が重要となってきています。その動きはISO
／ TC224に代表されるように、業務の評価を客
観的、定量的に行うためのスケールとしての業務
指標（PI）の活用です。日本でも、日本水道協会
規格として制定された「水道事業ガイドライン
JWWA Q100」で137項目のPIが示されており、
地域水道ビジョン等に用いられるようになってい
ます。
　しかしながら、この規格をそのまま浄水場のO
＆Mなどの委託やPFIなどに適用するのは不向き
です。というのは、上記のガイドラインは水道事
業全体をカバーするものであり、浄水場の業務委
託などの部分的な業務を想定したものではないか
らです。また、ガイドラインは、水道事業そのも
のは公営で行われることを前提としており、委託
契約で、責任が分割されることは想定していませ
ん。さらに、PIは法令にベースをおいているので、
水質など法令の基準よりハイレベルを狙う実務と
は乖離があります。そのため、「水道事業ガイド
ライン」のPIをそのまま、O＆Mなどの契約に適
用するには無理があります。
　一例ですが、水道水質基準では濁度は 2 度以下
とされていますが、これは給水栓での濁度ですか
ら、ガイドラインとしてのPIは、給水栓での濁度

として 2 度でよいのです。しかしながら、実際の
浄水場ではもっと厳しい自主的目標値、例えば浄
水場出口での濁度管理は0.1度を目標値としてい
ます。
　水道事業ガイドラインでは、浄水場での濁度を
PIで定義しておらず、途中はどうであれ「最終責
任として給水栓での濁度が守られればよい」ので、
その業務指標の必要はないといえます。それは、
すべての責任が事業体として一つなので、途中過
程を分割する必要がないからです。
　トリハロメタンも送配水過程で時間経過ととも
に増えるので、同様に浄水場の管理目標は水道水
質基準値の30%程度とされています。要するに、

「浄水場では水道水質基準に上乗せをして実務が
行われているのが実態」です。また、こうしない
と給水栓で水道水質基準が守れないからです。浄
水場のO＆M契約は実務上の運転管理契約である
から、この点を考慮した目標としてのPI値を設定
する必要があります。
　従来型の評価である「適正な管理をした」、「成
果はおおむね良好、普通、やや劣る」というよう
な抽象的表現は正しい評価とはいい難いのです。
これでは具体的な数値目標としての評価基準が分
からず、委託者も受託者もどのように努力すべき
か分からないので、このような契約成果の評価は
不適切であると考えられます。
　ここでは、このような現状に鑑みて、第三者委
託などで水道事業の一部を民間に委ねる場合、そ
の委託の成果を評価するのにふさわしいPIを

「KPI（Key Performance Indicators：主要業務指
標）」として考察することとしたものです。
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2 ．海外での実施

　フィリピンのマニラウォーターでは規制機関
（MWSSRO）との間で、KPIとして、上下水道の
O＆M契約に13のPI（上水道 6 、下水道 3 、消費
者関係 4 ）が使われており、ジャカルタ、マレー
シアでもKPIが同様に使われており、また、オー
ストラリアでもKPIが業務評価手法として用いら
れています。
　 ま た、 英 国 のOFWATで も、 こ れ ま でOPA

（Overall Performance Assessment：総合業務評
価）による民営水道会社の業務評価が行われてお
り、さらに2010年からはSIM（Service Incentive 
Mechanism）という新たな評価手法を導入する
こととしています。
　我が国でも水ビジネスの海外展開が叫ばれるよ
うになってきている今日、このような新たな視点
にたった契約条件によるO＆M契約を検討するべ
き時期にきていると考えられます。

3 ．O＆M契約にKPIを適用するメリット

　このメリットをあげてみると、次のようになり
ます。
・現在O＆M契約では、事前に受託者の技術力な

どを評価することになっていますが、たとえ十
分な能力を有していると事前評価されても、必
ずしも受託業務にその能力が発揮されるとは限
らず、事後評価が行われてしかるべきであると
考えられます。そして、サービス対価は、業務
履行確認のうえで支払うべきものです。

・事後評価が行われると、例えば成果の上がらな
かった場合は、ペナルティが科され、目標を達
成した場合には、達成度に応じてボーナスが与
えられる等のインセンティブが働くこととなり
ます。その結果、事前に能力に自信のない業者
は応札しなくなるものと考えられます。ひいて
は、技術力に確信のある業者が積極的に応札す
ることとなり、過度の人件費競争、低価格競争
は防がれます。

・事後評価が正しく行われることは、能力があり
努力した業者が報われることになり、真の民間
活用の発展につながります。

・契約内容とその成果が明確になり、透明性、公

平性が貫かれ、説明責任が果たしやすくなりま
す。

・公共事業体の契約は、O＆M契約における事前
事後評価を第三者機関に委託する場合でも、評
価基準が明確になっているので、評価が正確に
なされます。

4 ．KPIの適用範囲および契約時の条件

　水道法にいう第三者委託のO＆M契約は技術的
分野に限られます。また、その範囲も限られて、
浄水場だけということも多いのです。また配水施
設を含める場合もあれば、浄水場でも排水処理な
どを除いた一部のこともあります。このように適
用する範囲が異なるとその都度、KPIの定義や適
用範囲を変える必要があります。ここでは現在一
般的である、浄水施設を例として、考察を行うこ
ととしました。
　また、あらかじめ決められた目標値を達成する
ためには、既存施設の状態、機能などの健全性が
保証されていなくてはなりません。この点を明ら
かにしておかないと、委託者あるいは受託者か、
どちらの責任か分からなくなり、正しい評価がで
きなくなるので、この点についても考察を行いま
した。

5 ．KPIによる評価および判定

　委託業務遂行の結果をKPIという形で数値化す
るに当たっては、当事者間で検討するという方法
もありますが、できれば第三者に評価・判定を委
託した方が客観性を保ち易いと考えられます。

6 ．KPIのO＆M契約適用の一例

　以下のようなKPIを想定して、O＆M契約への
適用を考えることとします。　

処理水の濁度目標　　
達成率（日/年）　 ＝　

濁度0.1度を超えない日数

1年間

　上記のKPIを用いる場合、次のようにインセン
ティブを働かせる契約条件とします。



【インセンティブ契約条件例】

　ただし、以下のような契約時の前提条件が必要
であると考えられます。

・ろ過池が正常（砂層厚、粒度構成など）であ
ること。

・濁度測定は、公定法により毎日 1 回は行うこ
と。

・その他逆洗などの機器は正常であること。
・不可避の電源事故は免責とすること。

7 ．KPIの作成

　浄水場の維持管理業務の委託を想定して、また
以下の項目を考慮してKPIを検討することとしま
した。

・目的
・定義
・判定方法
・適用条件
・契約上の条件

8 ．10項目のKPIの設定

　ここでは、浄水場のO＆M契約において、汎用
性のある項目に限定し、しかも数が多くならない
ように、次の10項目をKPIとして設定することと
しました。

　なお、KPI値の計測方法は、従来から行われて
いる提出書類（業務日誌、日報、運転監視データ、
保守点検データ、水質管理データ、各報告書等）
から算出できる範囲のものとしました。

9 ．まとめ

　今回例示したKPIの適用は、O＆M契約条件の
明確化を意図しており、より多くのO＆M契約に
おいて、その業務評価にKPIが用いられることが
期待されます。

（参考）マニラウォーターの例 

　上図はマニラウォーターのホームページから引
用した資料です。これによると、NRW（無収水率）
について、目標値が年次ごとに示されており、目
標を上回ると報酬金ゾーン（Reward Zone）に
入り、下回ると罰金ゾーン（Penalty Zone）に入
ります。このように、業務委託の結果がKPIで評
価され、インセンティブが働くようになっていま
す。

濁度
0.1度

を超え
た日数

＝ 0 日

ボーナスを与える、また
は次回の契約条件におい
てプラスポイントを与え
る。

＝ 1 ～ 5 日 ―

≧ 6 日

ペナルティを与える、ま
たは次回の契約条件にお
いてマイナスポイントを
与える。

KPI-J01 処理水の濁度目標達成率

KPI-J02 処理水の総トリハロメタン濃度目標達成率

KPI-J03 おいしい水目標達成率

KPI-J04 水道水質基準違反率

KPI-J05 運転管理・施設維持管理等の欠陥率

KPI-J06 法令等違反率

KPI-J07 報告義務違反率

KPI-J08 処理水 1 ㎥当たりのエネルギー消費量

KPI-J09 処理水 1 ㎥当たりの経費

KPI-J10 人身事故率



【KPI-J01　処理水の濁度目標達成率】

【KPI-J02　処理水の総トリハロメタン濃度目標達成率】

＜目　的＞
　濁度管理は、浄水場での水処理の最も基本的な管
理項目の一つである。水道水質基準では濁度は給水
栓で 2 度以下と定められているが、一般に浄水場で
は、これよりも厳しい目標値で管理している。それは、
クリプトスポリジウム対策のみならず、より良い水
質の水道水を供給するためである。
＜定　義＞
　処理水濁度とは、浄水場の出口（通常は、浄水池
または契約による責任分界点）での濁度をいう。測
定は原則として、公定法により、毎日一回以上とする。
処理系列が完全に独立している場合は、その系列ご
とに測定する。 1 年間とは、連続した365日のことで
あり、都合の悪い日を除いてはならない。ただし、
閏年は366日とする。
＜判定方法＞
　目標達成率は、原則として水道水質検査記録など
により判定する。

＜目　的＞
　トリハロメタン対策は、水道水質管理の重要な項
目のひとつである。水道水質基準では総トリハロメ
タン濃度は0.1㎎/ℓと定められているが、トリハロメ
タンは時間の経過とともに増加することから、一般
に浄水場では、これよりも厳しい目標値で管理して
いる。
＜定　義＞
　処理水の総トリハロメタン濃度とは、浄水場の出
口（通常は、浄水池または契約による責任分界点）
での数値をいう。測定は原則として、公定法による
ものとし、回数は水質管理計画書に定められたとお
りとする。処理系列が完全に独立している場合は、
その系列毎に測定する。（ 1 年間の意味は、KPI-J01
の意味に同じ。）
＜判定方法＞
　目標達成率は、原則として水道水質検査記録など
により判定する。

　測定は、水質管理計画書に定められたとおりに行う。
＜適用条件＞
　当該KPIは、緩速ろ過、急速ろ過、膜処理または
地下水での除濁処理のない施設など、いずれの場合
も適用できる。
　ここでは、濁度目標を0.1度としているが、具体的
な濁度目標は、浄水場の状況等に応じてO＆M契約に
おいて定めるものとする。
＜契約上の条件＞
　処理水濁度は、原水濁度に大きく影響される。時に、
台風時や豪雨時など原水が異常に高濁度となること
が考えられる。このため、このような場合においても、
当該KPIを適用するか否かを、契約時（事前）に決
めておく必要がある。なお、常時、濁度目標を維持
するための前提条件としては、ろ過池の砂層厚、砂
の粒度構成、逆洗強度などの機能が正常に保たれて
いることが挙げられる。

　例えば、水質管理計画書で年間 4 回測定し、 1 回
超えた場合は、超えた日数は 1 日とする。（例えば年
間10回測定し、 1 回超えた場合も、超えた日数は 1
日とする。）
＜適用条件＞
　当該KPIは、緩速ろ過、急速ろ過、膜処理または
地下水での除濁処理のない施設など、いずれの場合
も適用できる。
　ここでは、目標値を0.03㎎/ℓとしているが、具体
的な目標値は浄水場の状況等に応じてO＆M契約に
おいて定めるものとする。
＜契約上の条件＞
　水道水質基準では、総トリハロメタンは給水栓で
の濃度であるため、この目標値が達成できなくても
法令違反ではない。ただし、トリハロメタンは送配
水時間中に増えるので、目標達成のための処理方法

（活性炭投入など）の改善などが必要となることもあ
るので、契約上明確になっていなければならない。

処理水の濁度目標達成率（日/年）＝
 処理水濁度が0.1度を超えない日数

1 年間

処理水の総トリハロメタン＝濃度目標達成率（日/年）　　
処理水の総トリハロメタン濃度が0.03㎎/ℓを超えない日数

1 年間



【KPI-J03　おいしい水目標達成率】

【KPI-J04　水道水質基準違反率】

＜目　的＞
　近年、いくつかの水道事業体では、消費者ニーズ
に応えるため、水道水質基準とは別に、より安全で
おいしい水道水を供給するという観点から、おいし
い水としての水質目標を定めている事業体がある。
　ここでは、おいしい水に関連する水質項目として、
残留塩素濃度、臭気強度及びTOCを選定し、水質目
標とした。
＜定　義＞
　1985年に厚生労働省のおいしい水研究会がおいし
い水の定義を示しており、また最近では、東京都や
横浜市なども独自に水質目標を定めている。
　なお、過マンガン酸カリウム消費量は、現在使わ
れていないこと、また、水温は制御が困難であるこ
とから、おいしい水目標値として採用していない。
　ここでは東京都と横浜市の水質目標値を参考にし
て、残留塩素濃度、臭気強度、TOCの共通 3 項目を
選定した。（ 1 年間の意味は、KPI-J01の意味に同じ。）
＜判定方法＞
　目標達成率は、水道水質報告書、水道水質検査記録、

＜目　的＞
　安全な水道水の生産に係わる指標として、水道水
質基準違反率を定めるものである。
＜定　義＞
　水道水質基準の項目に一項目でも違反した日数と
する。複数項目の違反でも 1 日として取り扱う。
　測定方法は公定法による。（ 1 年間の意味は、
KPI-J01の意味に同じ。）
＜判定方法＞
　水道水質検査記録などで判定する。ただし、浄水
場から送水された以降の水質データは用いない。
　なお、水質試験機関に試験を委託した場合にあっ
ても、O＆M契約受託者の責任範囲とする。　

実地検査などにより判定する。
＜適用条件＞
　測定場所が給水栓ではなく浄水場の出口であること
から、残留塩素濃度については、0.4㎎/ℓの 2 倍とし、
臭気強度は、東京都と横浜市共通の 1 TON、TOCは
東京都と同じ値の 1 ㎎/ℓとした。なお、残留塩素濃
度については、予め給水末端で必ず0.1㎎/ℓが確保で
きるための値を、委託者と受託者の間で定めておく必
要がある。
　これは、浄水場での目標値であり、給水栓での数
値でないことに留意する。また、必要に応じて、お
いしい水に関連する他の水道水質項目を加えること
も考えられる。
＜契約上の条件＞
　おいしい水目標値は、努力目標として位置づける
こととする。したがって、ペナルティは馴染まない
項目であることに留意する必要がある。なお、当該
目標は、施設の改善（例えば、高度浄水処理の導入）
などを提案するための指標としても用いることが望
ましい。

＜適用条件＞
　当該KPIは、すべての浄水場で適用できる。なお、
水道水質基準は給水栓での水質が対象となるものな
ので、残留塩素、トリハロメタンなどのように、浄
水場では違反でなく、給水栓で違反となった場合は、
送水、配水、給水過程が原因なので適用しない。通常、
その他の項目は、送水、配水、給水過程で変化を生
じないため、浄水場の出口での結果が適用できる。
＜契約上の条件＞
　既存施設の機能では処理能力不足で水道水質基準
を遵守できないと考えられるときは、施設の改造、
薬品の追加、浄水処理停止などを明確にすることが
重要であるので、契約において、その取扱いを明確
にしておく必要がある。

おいしい水目標達成率（日/年）＝

残留塩素濃度0.8㎎/ℓ以下、臭気強度 1 以下、　
TOC 1 ㎎/ℓ以下の 3 項目をすべて満たした日数

1 年間

水道水質基準違反率（日/年）＝
一項目でも水道水質基準に違反した日数

1 年間

おいしい水の条件　1985/4/24 各都市の目標値 東京都の水質目標 横浜市の水質目標
蒸発残留物 30 ～ 200 mg/ℓ 残留塩素 0.1～0.4 mg/ℓ 0.1～0.4 mg/ℓ

硬度 10 ～ 100 mg/ℓ 臭気強度 1 以下 1 以下
遊離炭酸 3 ～ 30 mg/ℓ 2 MIB 0 ng/ℓ 0 ng/ℓ

過マンガン酸カリウム消費量 3 mg/ℓ以下 ジォスミン 0 ng/ℓ 0 ng/ℓ
臭気 3 以下 TOC 1 mg/ℓ以下 0.5 mg/ℓ以下

残留塩素 0.4 mg/ℓ以下 色度 1 度以下 －
温度 20℃以下 濁度 0.1度以下 －

鉛 － 0.001 mg/ℓ以下
総THM － 0.015 mg/ℓ以下



【KPI-J05　運転管理・施設維持管理等の欠陥率】

【KPI-J06　法令等違反率】

＜目　的＞
　日常の運転管理・施設維持管理において、その実
施が適正かどうかを数値化する。
＜定　義＞
　施設の範囲は契約上の範囲とする。適正とは、そ
の状態を放置することが事故及び定められた水質の
確保、施設の維持に支障が出ることのないようにす
ることである（法令に違反する事項は、KPI-J06で規
定するので、ここには含めない。）。（ 1 年間の意味は、
KPI-J01の意味に同じ。）
＜判定方法＞
　運転日誌などにより検証する。
　予め提出されている運転管理計画書、手順書など
との相違、現場立ち会いなどにより判定する。
　具体的な事例としては、
　・ 着水井での薬剤の不適正な注入、沈澱池の清掃・

排泥等の遅れ、消毒過程での異常注入
　・ 水質測定の誤り又は欠測
　・ 電気・機械等設備の点検誤り又は不実施
　・ 日常の保守、修理、清掃、安全点検などの不適

正な実施又は不実施

＜目　的＞
　浄水場の運転管理においては、多くの法令・規則
などの定めに従わなくてはならない。この指標は違
反事項の有無、その程度を数値化するものである。
＜定　義＞
　法令規則とは「水道維持管理指針」に記載されて
いるものをいう。その他、浄水場の運転管理上必要
な法令を含む（例えば、水道事業体の内部規定、迷
惑防止条例など）。ただし、水道水質基準については、
KPI-J04で規定するので、ここには含めない。なお、
O＆M契約の中で指定されている法令は含まれる。

（ 1 年間の意味は、KPI-J01の意味に同じ。）
＜判定方法＞
　この件数は日報、報告書、証明書の有無、事故の
発見などにより判定する。
　ここでは、法定の資格、技術管理者の常駐をはじ
め施設に関する資格（電気・機械施設の取り扱い）、

　・ 自然災害や停電時などの異常時における対応の
誤り又は不実施

　などが挙げられる。
＜適用条件＞
　この指標は、契約書と運転管理計画書などを基本
としているので、それらに基づいて具体的事例を明
確にしておくことが必要である。この際、「適正な対
応」、「最適な処置」という抽象的表現は使わないこ
ととし、具体的な目標値や手順などを明示する。
　また、例えば、停電時における一時的な送水ポン
プの停止は免責とするなど不可避の事項についての
免責条件も明らかにしておく。
＜契約上の条件＞
　契約の前提条件を超えているかどうかが不明瞭で
あると、業務指標による評価が困難になることがあ
る。例えば、施設に欠陥があり、もともと、正常な
運転管理ができないような場合である。契約前にこ
のような事柄をすべて調べることは不可能に近いこ
とから、不良箇所が判明次第、改善を提案できるよ
うに委託者と受託者間で予めルールを定めておく。

法定点検、検便、水道用薬品・材料などの指定以外
の物の使用、建物の無届改造、書類の保管、安全対
策（酸欠など）、指定薬品保管（劇物など）、技術管
理者の常駐など法令に定めのある事項の違反すべて
とする。
＜適用条件＞
　法令等の違反については人身事故に関連する範疇
に入る部分（例えば、安全対策の欠如）も含まれるが、
人身事故そのものについては別途（KPI-J10）で取り
扱う。
＜契約上の条件＞
　施設の状態が法令に違反することが予め判明して
いる場合は、委託者および受託者の間で改善策を事
前に講じておくとともに、事後に判明した場合の取
扱いについても定めておく必要がある。

運転管理・施設維持管理等の欠陥率（件/年）＝ 
運転管理・施設維持管理等の欠陥の件数

1 年間

法令等違反率（件/年）＝ 
法令等の項目に違反した件数

1 年間



【KPI-J07　報告義務違反率】

【KPI-J08　処理水1㎥当たりのエネルギー消費量】

＜目　的＞
　水道事業管理者は給水に関して最終責任を持って
いるので、第三者委託といえども業務について、常
時運転管理状態を把握しておく責務を有する。その
ため、受託者は水道事業管理者に対して遅滞なく報
告することが不可欠である。この指標は、その違反
度合いを数値化するものである。
＜定　義＞
　報告義務には、①予め期限を定めて報告が義務づ
けられている日報、月報、年報など、②予め予測で
きない突発事故の報告がある。
　前者については期限内に報告のない場合が違反と
なる。後者については、浄水処理が安定して継続で
きなくなるような異常状態が発生した時に報告の無
い場合が違反となる。例えば、送水が止まるおそれ
のあるような緊急事故は原則として、事故発生から
1 時間（予め定めのあるときはその時間）以内に定
められた関係部署に報告するなどである。（ 1 年間の
意味は、KPI-J01の意味に同じ。）

＜目　的＞
　省エネルギーの視点から処理水量 1 ㎥当たりのエ
ネルギー消費量を算出する。
＜定　義＞
　浄水場で使うエネルギーはほとんど電力であるこ
とから、電力のみを対象とする。この電力は浄水場
で使用された電力量をいい、買電、太陽光発電（売
電は含まない）、自家発電（石油、水力などエネルギー
源は問わない）等すべてとする。浄水場のO＆M契約
に、場外ポンプ所、取水所などが含まれているとき
はそれらを含む。（ 1 年間の意味は、KPI-J01の意味
に同じ。）

＜判定方法＞
　緊急時の報告、現場立ち会い、その他の情報から
事実を判定する。
　一般的には、機器の故障で運転が困難な時の状態、
自然現象（地震、台風、落雷など）による異常、電
力の供給停止、火災、薬品・資材の搬入困難、薬品
の漏洩、外部の関係者も含む死傷事故、治療を要す
る人身事故などである。
＜適用条件＞
　浄水場の運転管理業務に関する報告義務は、浄水
処理方法等の如何に関わらず課されるものであるこ
とから、原則としてすべての浄水場で適用されるべ
きものである。
＜契約上の条件＞
　異常事態が発生した場合、受託者だけの判断では
対応できないこともありうるものと考えられる。ま
た、異常事態は浄水場内の影響に止まらず、地域全
般に影響を及ぼすことも考えられることから、委託
者と受託者との間で責任分界点（役割分担）などを
明らかにしておく必要がある。

＜判定方法＞
　運転管理報告書などにより判定する。
　なお、自家発電による保守運転時の電力は含まない。
＜適用条件＞
　当該KPIの算定において、分母として用いる総処
理水量は「ろ過池洗浄排水」も含めることとしてい
ることから、洗浄排水が着水井に戻される場合はそ
の量も含むこととする。 
＜契約上の条件＞
　当該KPIは、受託者側の努力だけでは改善できな
いことから、水道事業体所有の水力発電の有効利用
などについて、委託者と受託者の間で契約上の条件
を予め定めておく必要がある。

報告義務違反率（件/年）＝
報告義務違反件数

1 年間

処理水 1 ㎥当たりのエネルギー消費量（kWh/㎥）＝
1 年間に消費された総電力量（kWh）

1 年間の総処理水量（㎥）



【KPI-J09　処理水1㎥当たりの経費】

【KPI-J10　人身事故率】

＜目　的＞
　浄水場の生産効率を高めるため、浄水場で直接必
要となった 1 ㎥当たりの生産コストを数値化する。
＜定　義＞
　年間の浄水処理に要した総経費とは、浄水場で使
用したすべての経費で、薬品、電力、水質検査、物
品補修、消耗品、運転、来訪・見学者対応コスト、
浄水場勤務職員人件費、その他雑費など、直接浄水
場の運転管理に係わった経費の合計である。この他
の、本社経費、技術経費、職員研修費、間接費など
の経費は含めない（契約金総額ではないことに留意
する必要がある）。また、薬品など支給の場合は、そ
の経費を含める。（ 1 年間の意味は、KPI-J01の意味
に同じ。）

＜目　的＞
　人身事故は、人的資源の損失につながり、運転管
理の継続性の観点からも極力避けなくてはならない。
このことから、施設等の事故とは別に、その度合い
を数値化する。
＜定　義＞
　この件数は、事故報告書や従業員（下請けを含む。）
及び見学者を含めて、医師による治療を必要とした
人身事故を対象とする（医師による診断書が発行さ
れたものを対象とする。）。なお、単なるすり傷など
は含めない。（ 1 年間の意味は、KPI-J01の意味に同
じ。）
＜具体的判定と事例＞
　事故報告書、診断書などにより判定する。
　人身事故の例としては、有毒ガスの吸込み、転落、

＜判定方法＞
　収支決算書、その他の報告書により判定する。
　経費の中には、どの範囲までが直接浄水場の運転
管理に係わる部分か明確でないものがある。これら
については、受託者側からの報告を基に判定する。
＜適用条件＞
　受託者側の経費に関することも含まれることから
公表できない項目もあるものと考えられるが、KPI
の算定においては、総体的にはそれほど大きな誤差
は生じないものと考えられる。
＜契約上の条件＞
　受託者によるコスト縮減努力が「プラスのインセ
ンティブ（例えば、ボーナス又は次回の契約条件に
おいてプラスポイントを与えるなど）」に働くように
することが考えられる。

重機による圧傷、骨折、酸欠、感電などがある。現
場が浄水場でなくとも職務上の人身事故であれば含
まれる。なお、精神的疾患など勤務と原因が明確で
ない場合は含まない。
＜適用条件＞
　損害賠償及び補償は、ともにこの指標との関連は
有しない。なお、一度報告のあった案件は、年度を
またいだ場合であっても 1 件として取り扱う。また、
偶然または故意の負傷であるかどうかは問わない。
＜契約上の条件＞
　危険・障害箇所及び危険物の取扱いについて、予
め契約上問題点が予想されるときは、委託者と受託
者間で解決しておく。第三者の人身事故（例えば見
学者の事故）などは、その責任分界を予め明らかに
しておく。

処理水 1 ㎥当たりの経費（円/㎥）＝
1 年間の浄水処理に要した総経費（円）

1 年間の総処理水量（㎥）

人身事故率（件/年）＝ 
従業員が公傷と認定された及び負傷して治療を要した件数

1 年間


