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北斗市上下水道事業経営戦略 

 

計画策定の趣旨 

 

 北斗市上下水道課は、水道事業、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、漁業集落

排水施設事業、特定地域生活排水処理施設事業の５つの事業を担い、市民の健康や社会活動を

支える重要なライフラインであるこれら事業を経済性の発揮に努めながら、持続的な成長発展

に努めてきました。 

 これまでは、市街地の拡大、人口増加、生活様式の高度化に伴う水需要の増加などを前提と

して事業を推進してきましたが、急速な少子高齢化や人口減少の到来、環境保全意識の高まり

など事業を取り巻く状況は、大きく変化しています。 

 特に人口減少に伴う料金収入の減少や高度経済成長期に急速に整備された施設の更新投資の

増大など、経営環境はより厳しさを増す状況にあります。 

 国においては、地方公営企業を取り巻く環境変化を踏まえ、財政の健全化を進めるために、

地方公営企業の抜本的改革を推進しており、平成２１年度から平成２５年度までの抜本改革期

間においては、資本制度の見直しや会計制度の見直し等を実施し、また、平成２６年８月に、

新たな「公営企業の経営に当たっての留意事項」を通知し、地方公営企業の中長期的な経営の

基本計画である「経営戦略」の策定や公営企業会計の適用拡大等を要請しています。 

 北斗市上下水道課が担う事業についても、今後、経営環境の変化に適切に対応し、サービス

の持続性をいかに確保していくかが課題となるため、平成２８年度から平成３７年度（令和７

年度）までの今後１０年間の経営の羅針盤となる新たな計画である「北斗市上下水道経営戦略」

を策定するものです。なお、下水道事業に関しては平成３１年４月より地方公営企業法の適用

を行い、公営企業会計へ移行したことに伴い、当該戦略の見直しを行ったため、平成３１年度

（令和元年度）から令和１０年度までの１０年間の経営について示しています。 

 

※水道事業については、平成２８年度策定時点の内容のままであり、平成３１年以降の年度表

記について、旧元号を用いた文章が一部ございますが、新元号に置き換えてお読みください。 
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水道事業 

１．事業概要 

（１）事業の現況 

①給水 

 供用開始年度      上磯地区  昭和 ７年 ３月 

大野地区  昭和４６年 ２月 

茂辺地地区 昭和４２年１１月 

 法適・非適       法適用 全部適用 

 計画給水人口      ５６，２００人 

 現在給水人口      ４３，８６６人 

 有収水量密度        ０．９３千㎥/㌶ 

 

②施設 

 上磯地区  

 水 源         表流水  上磯ダム（Ｓ６３）      １８，８３６㎥/日 

 施設数         浄水場  清川浄水場（Ｈ１３）          １１，１７５㎥/日 

             配水池  ２箇所 ７池          ９，６１７㎥ 

 施設能力        １１，１７５㎥/日 

 管路延長                ２２６千ｍ 

 

 大野地区  

 水 源         表流水  大野ダム（Ｈ１５）       ３，００２㎥/日 

                          地下水  ４箇所             ３，２９５㎥/日 

 施設数         浄水場  村山浄水場（Ｈ２）              ３，２９５㎥/日 

向野浄水場（Ｈ１５）            １，８２１㎥/日 

向野第２浄水場（Ｓ３７休止中） 

             配水池  ４箇所１６池          ３，３２６㎥ 

 施設能力         ５，１１６㎥/日 

 管路延長                １９３千ｍ 

 

 茂辺地地区  

 水 源         地下水  １箇所             １，００２㎥/日 

 施設数         浄水場  茂辺地浄水場（Ｈ１２）     １，００２㎥/日 

             配水池 ２箇所 ４池             ５４７㎥ 

 施設能力         １，００２㎥/日 

 管路延長                 ２８千ｍ 
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③使用料 

 用途別基本料金と単一型従量料金を組み合わせた二部料金制度を採用しています。 

 一般家庭用使用料体系の概要・考え方 

    基本使用料 ０～ ６㎥    ７１２．８円（税込み） 

        ７～１０     １，１８８    円（税込み） 

    超過使用料 １㎥あたり    １４０．４円（税込み） 

 

 業務用使用料体系の概要・考え方 

    基本使用料 ０～２０㎥  ２，９１６  円（税込み） 

    超過使用料 １㎥あたり    １８３．６円（税込み） 

 

 その他（浴場用）の使用料体系の概要・考え方 

    基本使用料 ０～１００㎥  ６，４８０  円（税込み） 

    超過使用料 １㎥あたり      ６４．８円（税込み） 

 

 料金改定年月日（消費税のみの改定は含まない） 

平成２２年４月１日（合併による大野地区の改定） 

 

④組織 

 ○職員数 

  上下水道課は、平成２８年度現在１２名の配置で業務は、水道事業、下水道事業にあたっ 

ています。職員給与費の予算措置は、水道事業会計に７名、下水道事業特別会計に５名を置

いている状況です。 

 

 ○事業運営組織 

  旧上磯町では、平成１６年度に、旧大野町は、平成１３年度に水道課と下水道課を統合し 

上下水道課とし、平成１８年２月に両町が合併し北斗市上下水道課となりました。合併当初 

職員数は、２０名でありましたが業務委託の実施を行い職員の削減に取り組んだ結果、現在 

１２名となっています。 

 

                        水道技術係長 ㊤1名    水道技術係 ㊤2名  

 上下水道課長㊤1名    下水道技術係長㊦1名    下水道技術係㊦2名 

                        事務係長   ㊤1名      事務係   ㊤2名㊦2名 

                                             ㊤水道事業会計、㊦下水道事業特別会計 
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（２）これまでの主な経営健全化の取組 

 浄水場運転管理業務は平成１９年度より民間委託による運転監視、施設点検、水質管理を行

い職員数を減少させることによる経費の削減を図り平成２８年度からは、運転業務も含め委託

を行います。 

 事務事業については、検針、閉開栓、再検針などをそれぞれ個別に委託を行ってきましたが

平成２８年度より受付業務を含め包括的に民間委託することによる作業の効率化を図ります。 

 

（３）経営比較分析表を活用した分析 

 別紙１参照 

 

 経営比較分析表は経営及び施設の状況を示す経営目標を活用し、本市の経年比較や他の類似

団体との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行い、経営の現状及び課題を的確に把握する

ことが可能となります。 

 

 Ｈ２２年度からＨ２６年度までの経営比較分析表では、経常収支比率については過去５年間

で平均１１０％となっており累積欠損も発生していません。 

 流動比率に関しては、Ｈ２６年度会計制度改正の影響により急激に指標が悪化していますが、

経営自体が悪化したものではありません。しかし、流動負債よりも流動資産が少ないことが判

明しリスクとしての認識、改善が必要です。 

 企業債残高対給水収益比率は、類似団体と比較すると企業債の規模が大きくなっています。 

料金回収率は１１０％程度を維持していますが、今後修繕費用などの増加に注視し一層の経費

削減が必要です。 

 給水原価は、類似他団体と比較すると安価となっています。 

 施設利用率は、類似団体と比較すると効率的な給水が提供されていると考えられます。 

 有収率は、類似団体と比較すると高い指標を示していますが、ここ３年間において指標は、

悪化しており漏水対策について改善を図る必要があります。 

 有形固定資産減価償却率は、会計制度改正によるＨ２６年度指標を除いても上昇傾向にあり、

管路経年化率も類似団体と比較し指標が高く施設の老朽化が進行しています。 

 管路更新率は、僅かながら上昇しておりますが、今後も計画的な更新を行う必要があります 
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２．将来の事業環境 

（１）給水人口 

給水人口の予測では、はじめに全体のフレームとなる行政区域内人口を予測し、平成２２年

度の国勢調査による「日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所、平成２５

年３月）」においては、平成２７年度の推計人口を４７，０４３人、平成３７年度の推計人口を

４４，０６１人に減少するとしています。急激に人口減少が起き始めた平成２２～２７年度の

実績を用いて時系列傾向分析を行うと、極端に人口が減少する不適な式を除き、実績値との相

関係数が最も大きくなるのは年平均増減数式で、同式による予測値は、国立社会保障・人口問

題研究所による推計人口にも近似していることから、同式による予測値を将来の行政区域内人

口として採用しました。給水人口は、平成３７年度普及率１００％を目標とし推計した結果、

４３，４７４人で平成２７年度に比べ５．２２％減少すると推計しました。 
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（２）水需要の予測 

一日平均給水量の実績は、平成２３年度の１５，２４１㎥/日迄増加を示し以降、平成２７年

度実績では、１４，９４５㎥/日と若干の減少となっています。また、一日最大給水量は、その

年度により増減を繰り返しており平成２７年度の実績は、１６，６４９㎥/日となっています。 

 今後の水需要については、人口の減少や、節水意識の向上などにより減少が見込まれ、新幹

線新駅開業に伴う需要の増を加味しても平成３７年度に平均配水量１４，２２０㎥/日、一日最

大給水量１６，１４１㎥/日と平成２７年度に比べ４．８５％減少すると推計しました。 
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（３）料金収入の見通し 

 収益的収支の収入の柱である給水収益は、平成１８年度から年によるばらつきはありますが

ほぼ一定に推移しています。今後新幹線新駅開業に伴い水需要の増加は予測されますが、少子

高齢化等による人口減少に伴う有収水量の減少を推計しており、平成２８年度から給水収益の

減少を予測し平成３７年度には、６９１，４５０千円と平成２７年度に比べ３．８６％減少す

ると推計しました。 

 

（４）施設の見通し 

北斗市水道事業では、基幹となる清川浄水場、向野浄水場、茂辺地浄水場は、平成１１年度

から順次新設更新されていますが、配水池やポンプ場などの中には、老朽が進んでいる施設や

耐震性に問題のある施設があります。また、各浄水場についても、場内に設置されている計装

機器や機械設備などは、更新の時期を迎えるものが出てきています。 

導水管や送配水管についても全国の状況と同じく拡張事業や、創設時に布設され法定耐用年

数を迎える管路が発生し今後も全管路に占める割合は、急激に増加します。 

 

 

更新対象の各資産を、全て法定耐用年数で更新する場合の更新事業費を算出すると、２０１

６～２０５５年度までの４０年間で約２６８億円になります。 

年代別にみると、２０３１～２０３５年度の５年間の更新事が約６０億円であり、非常に大

きくなるため一律に法定耐用年数どおりに更新するのではなく、老朽化の進捗程度、老朽化し

て故障を起こした場合の影響等、各施設に対して更新順位を設定し、老朽度の少ないものにつ

いては、更新期間を延長することにより費用の減額と平準化を図ります。 
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（５）組織の見通し 

 浄水場運転管理やメーター検針などの業務について民間への委託を進め事業の効率化と経費

の削減に努めてきました。現在水道事業には、技術職員３名、事務職員４名を配置しておりま

すが、今後老朽管の更新や耐震化事業が増していくため、事業の重要性や業務内容の変化など

を勘案し条例に基づいた適正な職員の配置を行います。また技術や、事務業務の継承が確実に

行われる体制を堅持します。 

 

３．経営の基本方針 

 北斗市の水道事業は、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るとともに、社会活動を支える

ことを目的に整備され現在普及率は９７．９％となっています。 

 水道事業は、市民生活を送るために必要不可欠なもので、今後も持続的に安定したサービス

を提供する必要があり「緑とともに成長する安全で快適な水道水の提供」をめざして以下の点

について基本方針として取り組んでいきます。 

 

①事業運営と水道供給の持続 

 長期的展望に立った水需要の見直しを随時行い財政計画に反映して健全経営の持続を図ると

伴に組織体制の維持では技術職員、事務職員とも業務ノウハウを次世代へ確実な伝承を行うた

めマニュアルの充実や管理システムの充実、積極的な外部研修参加によって人員減に対処し、

民間委託の活用による効率化や業務の補填を検討します。 

 

②安全で安心な水道水の供給 

 水質の安全性を確保するため水源から給水までの水道システム全体に存在するリスクを抽

出・特定し監視するため「水安全計画」を作成し、計装設備を含めた監視体制を維持すると伴

に、浄水管理を徹底し安全な水の供給を継続します。 

 

③強靱な水道施設による安定した水道水の供給 

 中長期の更新需要と財政計画の検討を行い「老朽管更新・耐震化計画」を策定し地震や災害

に強い施設の更新を進めます。 
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４．投資・財政計画（収支計画） 

（１）投資・財政計画 

  別紙２参照 

 

（２）投資・財政計画の策定にあたっての説明 

①収支計画のうち投資についての説明 

 ○目標 １，水道管路の耐震化は、耐震性の低い鋳鉄管、鋼管、硬質塩化ビニール管の更新 

      を進めるとともに、避難所など重要施設への管路の耐震化を図り現在１６．０％      

となっている耐震化率を、今後１０年間で２４％まで向上するよう整備を進めま      

す。 

     ２，バイパス管路や、連絡管路を整備し緊急時の相互給水が可能となる管網を整備 

      します。 

     ３，耐用年数が到来し補修が困難となる水処理システムや電気計装機器について計 

      画的な更新を行います。 

     ４，施設の更新にあたっては、事業費の平準化に努め施設の耐震化を併せて実施し 

      水の安定供給を図ります。 

 

 １，老朽管更新事業は、老朽した基幹管路の清川配水本管について事故が発生した場合の影  

響が大きいため耐震管への更新を計画します。この他耐用年数を経過し、事故率が高く、

耐震性の低い管種について優先して更新を行います。 

 ２，連絡管整備事業は、旧町の配水区を結ぶ連絡管の整備を平成２９年までに完了します。 

  また、清川配水本管と中野配水本管を結ぶ連絡管整備を行います。 

 ３，清川浄水場水処理システム更新をはじめ、電気計装機器の更新・定期的な整備による長 

  寿命化を実施します。 

 

②収支計画のうち財源についての説明 

 ○目標 １，収入の柱となる給水収益は人口減少の影響で減収が予想され、普及率の向上と 

      収納率の向上を図ります。 

     ２，企業債の借り入れは、償還額以下とし元金の減少を図ります。 

 

 １，給水収益の算定の基となる、今後の水需要は人口の減少や、節水意識の向上などにより 

  減少が見込まれ、新幹線新駅開業に伴う需要の増を加味しても、使用水量は減少すると想 

  定しました。今後減少額が想定の範囲となるか十分注意しながら検証を行います。 

 ２，国庫補助金、交付金事業、その他助成事業について対象要件の検討を行います。 

 

③収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

 ○職員給与費に関する事項 

  現行の７人体制での給与費を算定しました。 

 

 ○修繕費に関する事項 

  施設、管路の修繕について経年劣化が進むことから毎年１%の費用増加を見込みました。 

 

 ○その他 

  平成３１年１０月予定の消費税増税に伴う費用増について、消費税見合い分を加算し算定 

 しました。 
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取り組や今後検討予定の取り組の概要 

①今後の投資について検討状況 

 ○民間の資金・ノウハウ等の活用（ＰＦＩ・ＤＢＯの導入等） 

  該当ありません。 

 

 ○施設・設備の廃止・統合（ダウンサイジング） 

  向野第２浄水場は、向野浄水場からの送水により配水池機能のみとなっており浄水機能は、 

  休止し将来廃止を検討しています。 

 

 ○施設・設備の合理化（スペックダウン） 

  該当ありません。 

 

 ○施設・設備の長寿命化等の投資の平準化 

  施設・設備は、一律に法定耐用年数どおりに更新するのではなく、老朽化の進捗程度、老 

 朽化して故障を起こした場合の影響等、各施設に対して更新の重要度を設定し、重要度が低 

 い施設について、更新期間を延長することにより費用の減額と平準化を図ります。 

 

 ○広域化 

  北海道が主催する水道事業に係る地域別会議（道南地域）に参加し意見の交換を行ってい 

 ます。 

 

 ○その他の取り組 

  該当ありません。 

 

②財源について検討状況 

 ○料金 

  事業の健全な経営を維持するため長期的な財政計画を作成し検証を行います。 

 

 ○企業債 

  企業債の借り入れは、償還額以下を目標とし元金の減少を図ります。 

 

 ○繰入金 

  該当ありません。 

 

 ○資産の有効活用等による収入増加の取り組 

  該当ありません。 

 

○その他の取り組 

  国庫補助金、交付金事業、その他助成事業について対象要件の検討を行い、適切な財源確 

 保を図ります。 

  普及率の向上を図るため、水道未使用世帯へのＰＲなど啓発活動を実施します。 
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③投資以外の経費についての検討状況 

 ○委託料 

  水道使用料徴収業務や浄水場運転管理、水質検査業務などは民間委託しており事務の効率 

 化が図られています。他の事務事業や施設の維持管理等についても経費削減、効率化につな 

 がる委託業務、方法について検討します。              

 

 ○修繕費 

  修繕計画に基づく修繕工事を計画的に行い、突発的に発生する事故や故障を未然に防ぎ、 

 施設の延命化を図ると伴に、維持管理費総額の低減を図ります。 

 

 ○動力費 

  清川浄水場については、電力自由化に伴う経費削滅について検討します。また取水、送水 

 ポンプなどは、更新時に動力費が削減できる機器整備を検討します。 

 

 ○職員給与費 

  水道事業には、技術職員３名、事務職員４名を配置しておりますが、事業の重要性や業務 

 内容の変化などを勘案し条例に基づいた適正な職員の配置を行います。また技術や、事務業 

 務の継承が確実に行われる体制を堅持します。 

 

 ○その他の取組       

  収納率向上など財源確保につながる経費について費用対効果を検証しつつ取り組みます。 

 

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

  毎年度進捗管理（モニタリング）を行うと伴に、投資・財政計画に変更が起きた場合は、 

 適時事後検証及び更新を行います。 
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下水道事業 

１．事業概要 

（１）事業の現況 

①施設 

 公共下水道事業  

 供用開始年度      上磯地区 平成 ２年４月（２９年経過） 

             大野地区 平成 ４年４月（２７年経過） 

 法適・非適       法適用 平成３１年４月より全部適用 

 処理区域内人口密度   ３１．９人/㌶ 

 流域下水道等への接続  有 函館湾流域下水道  

  処理区域        １３処理区 

 処理場数        無 函館湾流域下水道浄化センター 

 広域化等実施状況    流域関連公共下水道事業で終末処理場について広域化されている 

 

 特定環境保全公共下水道事業  

 供用開始年度      上磯地区 平成１９年４月（１２年経過） 

             大野地区 平成１３年４月（１８年経過） 

 法適・非適       法適用 平成３１年４月より全部適用 

 処理区域内人口密度   １５．４人/㌶ 

 流域下水道等への接続  有 函館湾流域下水道  

  処理区域        １３処理区 

 処理場数        無 函館湾流域下水道浄化センター 

 広域化等実施状況    流域関連公共下水道事業で終末処理場について広域化されている 

 

 漁業集落排水施設事業  

 供用開始年度      平成１１年９月（２０年経過） 

 法適・非適       法適用 平成３１年４月より全部適用 

 処理区域内人口密度   １３．９人/㌶ 

 流域下水道等への接続  無  

  処理区域        １処理区 

 処理場数        １箇所 茂辺地浄化センター 

 広域化等実施状況    実施、実績無し 

 

 生活排水処理施設事業  

 供用開始年度      平成１９年４月（１２年経過） 

 法適・非適       法適用 平成３１年４月より全部適用 

 処理区域内人口密度    ０．１人/㌶ 

 流域下水道等への接続  無  

  処理区域        １処理区 下水道、漁業集落排水処理区以外 

 浄化槽設置基数（H３０末）１５３基 

 広域化等実施状況    実施、実績無し 
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②使用料 

 一般家庭用使用料体系の概要・考え方 

    基本使用料 ０～ ６㎥    ７９２円（税込み） 

        ７～１０     １，３２０円（税込み） 

    超過使用料 １㎥あたり    １４３円（税込み） 

 

 業務用使用料体系の概要・考え方 

    基本使用料 ０～２０㎥  ３，３００円（税込み） 

    超過使用料 １㎥あたり    １７６円（税込み） 

 

 その他（浴場用）の使用料体系の概要・考え方 

    基本使用料 ０～１００㎥  ５，５００円（税込み） 

    超過使用料 １㎥あたり      ５５円（税込み） 

 

 条例上の使用料（２０㎥あたり）   実質的な使用料（２０㎥あたり） 

                                  公共         集落         生活 

    平成２８年度 ２，７００円     ３，０７９円  ２，９９３円  ２，０３３円 

    平成２９年度 ２，７００円      ３，０４７円  ２，９６７円 ２，０１５円 

    平成３０年度 ２，７００円      ３，０４８円  ２，９７０円 ２，０１１円 

 

③組織 

 ○職員数 

  上下水道課は、令和元年度現在１２名の配置で、水道事業、下水道事業にあたっています。

職員給与費の予算措置は、水道事業会計に７名、下水道事業会計に５名を置いている状況で

す。 

 

 ○事業運営組織 

  旧上磯町では、平成１６年度に、旧大野町は、平成１３年度に水道課と下水道課を統合し 

上下水道課とし、平成１８年２月に両町が合併し北斗市上下水道課となりました。合併当初

職員数は、２０名でありましたが業務委託の実施を行い職員の削減に取り組んだ結果、現在

１２名となっています。 

 

                        水道技術係長 ㊤1 名    水道技術係 ㊤2 名  

 上下水道課長㊤1 名    下水道技術係長㊦1 名    下水道技術係㊦2 名 

                        事務係長   ㊤1 名      事務係   ㊤2 名㊦2 名 

                                             ㊤水道事業会計、㊦下水道事業会計 
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（２）民間活力の活用等 

①民間活用の状況 

 ○民間委託 

  公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業では、市内に設置されている２１箇所のマ

ンホールポンプの維持管理業務を民間委託しています。また、漁業集落排水施設事業では、

茂辺地浄化センターの維持管理業務を民間委託し、特定地域生活排水処理施設事業において

も、浄化槽の維持管理業務を民間委託しています。 

 

 ○指定管理者制度・ＰＰＰ・ＰＦＩ 

  該当有りません。 

 

②資産活用の状況 

  ○エネルギー利用（下水熱・下水汚泥・発電等） 

  該当有りません。 

 

 ○土地・施設等利用（未利用土地・施設の活用等） 

  該当有りません。 

 

（３）経営比較分析表を活用した分析 

 別紙１参照 

 

 経営比較分析表は経営及び施設の状況を示す経営目標を活用し、本市の経年比較や他の類

似団体との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行い、経営の現状及び課題を的確に把握す

ることが可能となります。 

 

 平成２６年度から平成３０年度までの経営比較分析表では、企業債残高対事業規模比率は、

類似団体に比べ低い数値となっています。近年は単年度あたりの企業債借入額に対し、償還額

の方が大きいことから、企業債残高は確実に減ってきており、今後見込まれる更新事業に備え

更なる効率化を行う必要があります。 

経費回収率は、類似団体平均より上回る数値となっていますが、１００％未満であり使用料

で処理費用をすべて賄えない状況が続いており、収納率の向上と経費削減に取り組むことが

必要です。 

 汚水処理原価は、人口減少に伴う水量の減少により相対の処理原価が増加傾向となってお

りますが、類似団体に比べ低い値となっています。今後も経費削減に努める経営努力が必要で

す。 

 水洗化率は、若干では有りますが増加傾向となっています。しかし類似団体に比べまだ低い

値となっており今後も啓発活動を実施し水洗化の促進を図る必要があります。
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２．経営の基本方針 

 北斗市の下水道事業は、公共用水域の水質保全や生活環境の改善を図ることを目的に、公共

下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、漁業集落排水施設事業、特定地域生活排水処理施

設事業の整備を計画的に進めています。 

 下水道事業は、快適な市民生活を送るために必要不可欠なものであり、今後も持続的に安定

したサービスを提供する必要が有り「緑にかこまれた安全で快適な生活環境づくり」をめざし

て以下の点について基本方針として取り組んで行きます。 

 

①下水道整備による安全で安心な暮らしの実現 

 汚水管の適切な整備と管理の継続により公衆衛生を確保し地震対策、長寿命化による安全・

安心を確保します。 

 

②下水道による快適で活力有る暮らしの実現 

 市内全域での下水道使用が可能となるよう、下水道の整備を促進すると共に、供用開始区域

では水洗化率の向上を図るため、下水道未接続世帯への水洗化に向けた戸別訪問の実施や、水

洗化工事に対する融資斡旋制度の更なる周知など啓発活動を実施し水洗化の促進を図りま

す。 

 

③健全な下水道経営 

 持続可能な下水道事業経営の実現を目的とし、平成３１年４月に下水道事業に企業会計を

導入したことに伴い、資産の適切な維持管理と経営の正確な把握を図っていきます。 
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３．投資・財政計画（収支計画） 

（１）投資・財政計画 

 別紙２参照 

 

（２）投資・財政計画の策定に当たっての説明 

①収支計画のうち投資についての説明 

 ○投資の目標に関する事項 

  公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業の管渠整備は、令和１０年度までに現認可 

地区の整備完了を目標とし、現在８９．５％となっている普及率を９５％まで整備します。

また、下水道未接続世帯への啓発活動を更に進め現在８６．５％の水洗化率を９０％まで向

上を図ります。   

 

 ○管渠、処理場等の建設・更新に関する事項 

   全体計画のうち、管渠未整備となっている地区については、地域の現状と今後のまちづく 

り計画なども含め検討を行い、集合方式から個別排水方式での整備計画に変更可能か検討を 

行います。 

  単独事業としては申請による末端管渠整備を実施すると共に、未整備の公共桝等の設置を 

公共下水道事業で年間２０基、特定環境保全公共下水道事業で１０基、漁業集落排水施設事

業で５基を見込みます。 

  特定地域生活排水処理施設事業による合併浄化槽設置は、事業の周知などの啓発活動を引 

き続き実施し申請による設置を令和元年度までは１０基を、令和２年度以降は、５基を見込

みます。 

  下水道管渠の耐震化は、平成１３年度から取り組んでおり現在の耐震対策済管渠は、４１．

８％となっていますが今後整備を行う管渠については、引き続き耐震対策を行うと共に耐震 

対策未実施の布設済管渠についても、重要路線の選定と耐震化すべき施設延長の整理、耐震

化診断を実施し耐震化計画の策定を行います。また、下水道管渠は、昭和５３年度から整備

し耐用年数を超える管渠は有りませんが、腐食、劣化状況の把握と将来の更新需要の把握の

ためストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定を併せて、平成３０年度

を目処に行いました。 

 

②投資・財政計画のうち財源についての説明 

 ○財源の目標に関する事項 

  現認可部分の整備完了までの令和１０年度までは、補助事業に係る交付金、国庫補助金及 

び企業債を計画します。令和１１年度以降は、設備投資から維持管理に事業が変更となりま 

す。人口減少による使用料減収が見込まれる中、管理費用を使用料で賄い一般会計からの繰

入金を極力減らす計画とします。 
 
 ○使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項 

  使用料収入は、人口減少の影響で減収が予想されます。公共、特環の使用料では家事用、 

浴場用について、毎年０．７%減少する一方、水洗化率の向上により０．４%上昇、合わせて

毎年０．３%減少すると見込みました。 

  人口減少が著しい茂辺地地区の漁業集落排水の使用料では家事用、浴場用について、毎年 

３．０%減少すると見込みました。 

  生活排水処理施設では、令和元年度までの循環型社会形成推進計画期間までは、１０基/年

の 増加を見込み、令和２年度以降は、５基/年の増加を見込みました。 
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 ○市債に関する事項 

  建設改良に係る公共下水道事業債、特定環境保全公共下水道事業債は、令和１０年度まで 

管渠整備に伴う発行額を見込みますが、借入額を償還額以下とし市債元金の減少を進めま

す。 

 

 ○繰入金に関する事項 

  管渠整備が一段落する令和１０年度以降、一般会計からの繰入金を極力減らすことを目標 

とします。 

 

③投資・財政計画のうち投資以外の経費についての説明 

 ○職員給与費に関する事項 

  現行の５人体制での給与費を算定しました。 

 

 ○修繕費に関する事項 

  公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業は、マンホール、管渠の修繕について経年 

劣化が進むことから毎年１％の費用増加を見込みました。漁業集落排水施設事業は、処理場 

などの更新計画を基に各年の費用を見込みました。特定地域生活排水処理施設事業は、浄化 

槽の消耗品など定期に取替える費用を見込みました。 

 

 ○負担金に関する事項(流域下水道負担金) 

  汚水処理は、函館湾流域下水道事務組合で行っているため、現段階での事業計画書から負 

担額を計上しました。 

 

 ○企業会計導入に関する事項 

  平成３１年４月より地方公営企業法の適用による企業会計の導入をしました。これに伴い、

損益や資産の把握がより的確にできるようになったことで、経営成績をより適正に示すこと

が可能となります。そのため、今後はより詳細な経営分析を行い、より機動的で柔軟な経営

を目指します。 

 

 ○その他 

  令和元年１０月施行の消費税増税に伴う費用増について、消費税見合い分を加算し算定 

しました。 
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（３）投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

①今後の投資についての考え方・検討状況 

 ○広域化・共同化・最適化に関する事項 

  公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業は流域関連公共下水道事業であり終末処理 

場については、当初より広域化されています。 
 
 ○投資の平準化に関する事項 

  現認可部分の管渠整備は、令和１０年度で完了する予定で実施事業の「社会資本総合交付

金」において、事業費の平準化を図っています。 

  管渠等の更新工事は、耐用年数を超えるものが計画期間中の１０年以内には有りませんが、 

 長寿命化計画を策定し更新事業開始年度を検討します。 

 

②今後の財源についての考え方・検討状況 

 ○使用料の見直しに関する事項 

  平成３１年４月より地方公営企業法の適用を行ったことに伴い、使用料対象経費のうち資

本費の考え方が変更となるため、経営状況をより詳細に分析したうえで、適正な使用料単価

の算定を検討します。 
 
 ○資産活用による収入増加の取組について 

  活用できる資産がないため、検討を行っていません。 
 
 ○その他の取組 

  建設改良に当たっては、国の補助事業活用や交付税措置の有利な起債を発行するなど、適 

切な財源確保を検討します。 

  水洗化率の向上を図るため、下水道未接続世帯への水洗化に向けた戸別ＰＲの実施や、水 

洗化工事に対する融資斡旋制度の更なる周知など啓発活動を実施します。 

 

③投資以外の経費についての考え方・検討状況 

 ○民間活力の活用に関する事項(包括的民間委託等、指定管理者制度、ＰＰＰ/ＰＦＩなど) 

  下水道使用料徴収など事務事業の多くは、水道事業へ委託しており事務の効率化が図られ 

ています。他の事務事業や施設の維持管理等についても経費削減につながる民間事業者の参 

入が可能か検討します。 

 

 ○職員給与費に関する事項 

下水道事業には、技術職員３名、事務職員２名を配置しておりますが、事業の重要性や業 

務内容の変化などを勘案し条例に基づいた適正な職員の配置を行います。また技術や事務業 

務の継承が確実に行われる体制を堅持します。 

 

 ○動力費に関する事項 

  漁業集落排水施設事業については、電力自由化に伴う経費削減について検討します。また 

マンホールポンプなどは実際の流量を把握し、更新時には、動力費が削減できる機器整備を 

検討します。 

 

 ○修繕費に関する事項 

  修繕計画に基づく修繕工事を計画的に行い、突発的に発生する事故や故障を未然に防ぎ、 

施設の延命化を図ると共に、維持管理費総額の低減を図ります。 
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 ○委託費に関する事項 

  経費削減、効率化につながる委託業務、方法について検討します。 

 

 ○その他の取組 

  水洗化促進、収納率向上など財源確保につながる経費について費用対効果を検証しつつ取 

り組みます。 

 

４．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

毎年度進捗管理（モニタリング）を行うとともに、投資・財政計画に変更が起きた場合は、

適時事後検証及び更新を行います。 
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