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旭川市水道局



◎平成３０年度は，平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの期間を
表します。この期間を「年度」と言います。

◎決算額は，円単位で行いますが，この冊子では万円単位で表示しています。
そのため，四捨五入の端数処理により金額の合計が合わない場合があります。

◎水量の単位は，決算書などでは「立方メートル（㎥）」を用いますが，
この冊子では，日常生活で使う機会の多い「トン（t）」を用いています。
１㎥＝１tとして用いますので，単位の違いによって水量は変わりません。
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はじめに

※平成30年度

旭川市の水道・下水道をご利用いただき，ありがとうございます。

水道・下水道は，私たちの暮らしに，なくてはならないライフラインです。

一方で，水道・下水道のある暮らしが当たり前になったことで，その大切さを忘れが

ちになっているのかもしれません。

近年，全国各地で災害が発生していますが，その時に一日でも早く復旧が望まれるの

は，水道・下水道ではないでしょうか。

水の不足は，人の命にかかわるときがあります。

下水が処理されないと衛生面が悪化し，感染症などが発生しやすくなります。

水道局は，安全な水道水をお届けするため，また，衛生的で快適な環境を守るため，

常に水道・下水道施設のメンテナンスや改修を行っています。

水道・下水道を運営するための費用は，それぞれ毎年度１００億円を超えており，皆

様からいただく水道料金，下水道使用料によって運営が成り立っています。

今回，水道・下水道の平成３０年度決算をもとに，この冊子をまとめました。

私たちの水道・下水道を維持していくために，何にいくらかかっているのか，どんな取

り組みをしているのかをご理解いただければ幸いです。

水道局の使命

水道局は，水循環について，自然の恵みから市民生活・都市活動の活力を支

える「動脈」と，自然・環境を市民生活や都市活動から守り，自然へと還元す

る「静脈」の働きとし，自らの使命を「水循環を司る心臓部」と位置付けてい

ます。

１



Ⅰ 水道局ってどんなところ？

※平成30年度

１ 組織は？

２ 会計は？

旭川市を含む，国や都道府県，市町村の会計は「官公庁会計」方式で経理していますが，

水道局の会計は，民間企業に近い「公営企業会計」方式で経理しています。

水道・下水道事業は，電気やガスのように利用量に応じて料金をいただいて運営する

ため，事業を継続するために必要なコストと，それに見合う料金を合理的に計算する必

要があります。このため，民間企業の会計に近い公営企業会計を採用しています。

・官公庁会計：現金の収入と現金の支出のみ

を表す歳入歳出予算を作成

・公営企業会計：収益的収支，資本的収支の

２つの予算を持ち，民間企業と同じような損

益計算書，貸借対照表などの書類を作成

旭
川
市
の
会
計
（
平
成
３
０
年
度
）

歳入歳出予算

全ての
収入支出
の予算

【水道局】
水道事業会計
下水道事業会計

【市立旭川病院】
病院事業会計

一般会計
国民健康保険事業特別会計
動物園事業特別会計
公共駐車場事業特別会計
育英事業特別会計
駅周辺開発事業特別会計
簡易水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
介護保険事業特別会計
母子福祉資金等貸付事業特別会計
後期高齢者医療事業特別会計

収益的収支
維持管理
の予算

資本的収支
建設改良
の予算

損益計算書
貸借対照表

など

官
公
庁
会
計

公
営
企
業
会
計

予算・決算は，それぞれの会計ごとに作成します。

＋

旭川市役所は，市長や教育委員会など，

それぞれの組織のもとに各部があり，担当

する様々な事業を行っています。

水道局も市長に属する組織ですが，市長

が任命する「水道事業管理者」のもとで水

道・下水道にかかわる事業を行っています

この理由として，水道・下水道事業は，利

用される皆様から料金をいただいて事業を

運営する，民間企業に近い性格を持ってい

ますので，契約や出納などの権限を市長から独立させて，水道事業管理者が効率よく運営

できるようにするためです。

旭 川 市

市 長

市民生活部

福祉保険部
子育て支援部
環境部
経済部
農政部
建築部
土木部 など

水道事業管理者
水 道 局

（上下水道部）

教育委員会，農業委員会
選挙管理委員会，監査委員 など

市 議 会

病院事業管理者
市立旭川病院

２
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Ⅰ 水道局ってどんなところ？

３ 事業の進め方は？

水道局では，水道・下水道事業を総合的かつ計画的に推進するための指針として「旭川市

水道・下水道ビジョン（平成２８年度～令和９年度）」を平成２８年２月に策定しました。

このビジョンの実現に向けて，１２年の期間を前期・中期・後期に分け，それぞれ４か年

を計画期間とする財政計画を策定することとしています。

現在は，前期財政計画である「水道事業・下水道事業財政計画（平成28年度～令和元年

度）」に基づき事業を運営しています。

また，毎年の予算は財政計画を基本としながら，水道事業・下水道事業の経営状況を踏ま

えて策定しています。

水道事業の方向性
（国・北海道）

旭川市のまちづくりの
方向性

下水道事業の方向性
（国・北海道）

旭 川 市 水 道 ・ 下 水 道 ビ ジ ョ ン
（平成２８年度～令和９年度）

新水道ビジョン

北海道水道ビジョン
第８次旭川市総合計画

新下水道ビジョン

北海道地方下水道ビジョン

前期財政計画
（平成28～令和元度）

中期財政計画
（令和２～５年度）

後期財政計画
（令和６～9年度）

３



旭川市の水道水は，石狩川から取水している「石狩川浄水場」と，忠別川から取

水している「忠別川浄水場」の２か所でつくっています。

水道水は，まず，川から取り入れた水に含まれる汚れを，薬品で固めて沈めます。

次に，その水を砂の層に通す“ろ過”によって濁りを取り除き，最後に，塩素で細

菌などを消毒してできあがります。

浄水場でつくった水道水は，高い場所にある配水場にポンプで送り，その高低差

を活かして，利用される皆様にお届けしています。

１ 水道水はどこで，どのくらいつくっているの？

Ⅱ 水道事業

１６万６,４２６戸
のご家庭などに

１年間で３,０１２万トン
（１日当たり８万２,５００トン）

の水道水をお届けしました

忠別川取水場石狩川浄水場永山取水場 忠別川浄水場

三角台配水場
春光台配水場

千代ヶ岡配水場
新千代ヶ岡配水場

配 水 管
２,２２６ｋｍ

石狩川 忠別川

直線距離なら，
旭川から沖縄までに
なります。

※平成30年度

４



Ⅱ 水道事業

水道事業は，維持管理の予算である「収益的収支」と，施設の建設や改良などの

予算である「資本的収支」の２つの予算をもとにして運営しています。

収益的収支では，水道水をつくるためなどに５５億５,５９６万円を支出しました。

資本的収支では，水道施設の建設改良などに５０億３,５６１万円を支出しました。

上記を合計した決算額は１０５億９,１５７万円となります。

事業資金となる年度末資金は，平成３０年度決算の収支と前年度からの繰り越しを

反映した結果，１６億２,６３０万円となりました。

この年度末資金は，翌年度の事業の運営や建設改良に使います。

予 算 額（A） 決 算 額（B） 増 減（B-A）

収
益
的
収
支

収 入
水道料金など

６０億７,５３５万円 ６０億３,０６１万円 △４,４７４万円

支 出
維持管理費など

５９億４,１５０万円 ５５億５,５９６万円 △３億８,５５4万円

差 引 １億３,３８５万円 ４億７,４６５万円

資
本
的
収
支

収 入
借入金など

１７億１８９万円 １６億４万円 △１億１８５万円

支 出
建設改良費など

５１億６,９９１万円 ５０億３,５６１万円 △１億３,４３０万円

差 引 △３４億６,８０２万円 △３４億３,５５７万円

年度末資金 １２億８,１６５万円 １６億２,６３０万円 ３億４,４６５万円

【企業会計のしくみ】
企業会計の予算決算額の中には，現金の収入や現金の支出のほかに，

将来に予測される収入支出も含まれています。
例えば，減価償却費という支出項目があり，管や施設の資産価値減少

分を計上していますが，実際には現金の支払いはありません。
このような経理をしているのは，適正な料金を計算するために，将来

の建設改良費なども考慮する必要があるからです。
まとめますと，

・予算決算額は，事業を運営するために計上すべき全ての収入支出額。
・年度末資金は，現金などの収入支出だけを計算した事業資金の残高。

年度末資金は，事業を運営するための大切な資金です。

収入・支出の内訳は，次ページ以降をご覧ください。
※予算額は，当初予算額・補正予算額の合計額です。

予算と決算

２ 平成３０年度の決算は？

５



Ⅱ 水道事業

３ 水道水をつくるために，どれだけお金がかかったの？

収入 ６０億３,０６１万円

・給水収益 ５１億 ６０５万円
水道料金の収入

・負担金・補助金 ３億７,１９２万円
消火栓の維持管理費，下水道事業が費用
を負担する分の収入

・長期前受金戻入 ３億６,１３０万円
減価償却費等に見合う補助金収入など

・その他 １億９,１３４万円
他町へ水道水を供給した分の収入

・減価償却費等 ３１億３,５５６万円
施設使用に伴う資産価値減少分

・支払利息 ４億４,５８８万円
借入金の返済利子

・その他 １億３,９２５万円
税務署に納める消費税など

・取水費 ３億６,９１０万円
永山・忠別川の各取水場の維持管理費や
電気代，修繕費など

・浄水費 ３億 ２３９万円
石狩川・忠別川の各浄水場の維持管理費
や電気代，薬品費，修繕費など

・配水費 ２億６,７３６万円
水道水を一時的にためるための配水場や
配水管の点検費，修繕費など

・給水費 １億３,７８２万円
配水管からご家庭などに水を送る給水管
などの修繕費や点検費など

・業務費・総係費 ２億 ５８３万円
各家庭などの検針，料金の請求，収納
など事業を運営するための事務的な経費

・職員給与費 ５億５,２７８万円
職員の人件費

支出 ５５億５,５９６万円

その他

3.1％

維持管理にかかわる収支決算（収益的収支）

水道水をつくる過程で必要な費用や施設の維持管理費，水道事業に従事する職員の

人件費，借入金の返済利子などに支出しました。

給水収益
84.7％

取水費

6.6%
浄水費

5.4％
配水費

4.8%
支払利息

8.0％

その他

2.6％

業務費
・総係費
3.7％

給水費
２.5％

減価償却費等
56.4％

職員給与費
10.0％

負担金・補助金
6.2％

長期前受金戻入
6.0％

６



Ⅱ 水道事業

水質の検査（１,６４６万円）

水道水の水質検査項目は水道法で定められた

基準項目をはじめ，多岐にわたっています。

安全な水道水をお届けするため，水源から蛇

口に至るまで，きめ細やかな検査を行い水質管

理を行いました。

水道水をつくり届けるためには，大規模な施設とその

維持管理費，水道水をつくるために薬品や電気代などが

かかります。これらは，水道料金でまかなっています。

漏水の早期発見（８,０６４万円）

配水管から漏水すると，ご家庭などに水道水が届けられなくなります。このため，流量計を

新たに2か所設置し，市内３５か所の流量計，４４か所の水圧計で，異常な水流や水圧がない

か常にチェックしました。

そのほか，漏水探知器で水流の音を聞いて異常を調べるなど細かく調査しました。

旭川市

水道水の

ひみつ

Part１

↑配水管から噴き出した水道水

平成３０年度の取組

借入金の利息

９円

人件費

１１円

水道管や浄水場などの
施設をつくったりした
お金 ５６円

事務経費
４円

水をつくる薬品や
電気代
20円

７

・検査用に採取する水
市内２４か所の蛇口から出る水道水，浄水場の水道

水，水源上流のダムや川の水などを検査しています。
・水質検査

水道法で定められた５１の検査項目のほかに，水道
局独自で検査項目を設けて，微生物，有害物質，細菌，
色，におい，味などを検査しています。
※検査項目によって，毎日，数週間おき，数か月おき
など検査の頻度は異なります。

市販のミネラルウォーターとの違いは？

水道水とミネラルウォーターでは，安全基準

を定める法律がちがいます。

ミネラルウォーターの検査項目は，食品衛生

法で３９項目が定められています。

※ミネラルウォーター類（殺菌・除菌有）の場合

水道水をつくり届けるためにかかった費用を

１００円にしてみると？

※原価から算出



水道事業は，装置産業と言われ，取水場，浄水場，配水場のほか，網の目のように地中に埋

まっている長さ2,２２６ｋｍに及ぶ配水管など，大規模な施設によって運営しています。

収入 １６億４万円

・企業債 １５億５,１８０万円
施設を整備するための借入金

・工事負担金 ４,５９４万円
工事に伴って負担いただいた収入

・その他 ２３０万円
出資金や資産の売却収入

建設改良にかかわる収支決算（資本的収支）

支出 ５０億３,５６１万円
●建設改良費 ２４億３,８５０万円

・配水管 １０億９,８２９万円
配水管１６.６ｋｍを整備
（取替１４.８ｋｍ，新設１.８ｋｍ）

・浄水場 ５億 ８２２万円
石狩川浄水場の中央監視装置などや
忠別川浄水場の計測機器を取り替え

・配水場 ５,４４２万円
市内各地の水量などを測定する流量計を
新しく設置・水圧計などを取り替え

・量水器 ６億 ２５４万円
各家庭などの水道メーターを取り替え
（取替個数２万３７１個）

・検査機器 ６５０万円
水質検査に必要な機器を購入

・事務費など １億６,８５４万円
工事の設計費，物品購入，人件費など

●その他 ２６万円
・その他の臨時的経費

工事負担金

2.9％

その他

0.1％

量水器

12.0％

●企業債償還金 ２５億９,６８５万円
・借入金の返済元金

その他 0.1％

検査機器
0.1％

事務費など
3.3％

Ⅱ 水道事業

４ 水道水をつくり届けるために，どんな建設改良をしたの？

配水場
１.1％

企業債償還金
51.６％

配水管
21.8％

８

企業債
97.0％

浄水場
10.0％



平成３０年度の取組

配水管の取り替え（１０億２,７７９万円）

漏水が発生しやすい塩化ビニル製の配水管や，老朽化が進ん

でいる配水管などを，１４.８ｋｍ取り替えました。

・塩化ビニル製の配水管 １２.５ｋｍ ７億５,２００万円

・老朽化が進んだ配水管など ２.３ｋｍ ２億７,５７９万円

Ⅱ 水道事業

浄水場の改修（５億８2２万円）

石狩川浄水場では，水道水をつくる機械の操作や

水質などを監視する中央監視装置を，平成２８年度

から平成３０年度までの３年間をかけて，新しい設

備に取り替えました。

忠別川浄水場では，つくった水の水質を管理する

水質計などの計測機器を取り替えました。

↑取り替えた配水管

↑中央監視室の様子

△３４億３,５５７万円
※内部留保資金で補填

資本的収支は支出よりも収入が少なく，不足額は

収益的収支の利益や現金支出を伴わない減価償却費

などの内部で留保した資金で補填します。

収益的収支で生じた資金を資本的支出に使うとい

うように，収益的収支と資本的収支の料金の使いみ

ちを明確にするためのしくみです。

支出
５０億３,５６１万円

収入
１６億４万円

☆ポイント☆

９

水道水は100円の水でお風呂に3回入ることがで

きます。

また，51項目の水質基準を満たしており，飲み水

や料理のほか，洗濯・掃除などいろいろな用途にい

つでも，安心して使っていただけます。

１００円で使える水道水は６６４リットル
・お風呂約３回分

・５００ｍｌペットボトル約１３２０本分

※旭川市で１か月２０トン使用する場合の水道料金

３,００９円をもとに算出

100円で使える水はどのくらい？

水道水って安心なの？

旭川市

水道水の

ひみつ

Part２



５ 経営状況はどうなの？

水道料金の収入（給水収益）

人口減少やトイレなどの節水性能の向上に

よる利用水量の減少に伴い，収入額は減少し

ています。

今後も人口の増加は見込めず，減少傾向が

続くものと予想しています。

Ⅱ 水道事業

維持管理費
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１０

※物件費：取水費，浄水費，配水費，給水費，業務費，総係費の合計

水道事業は，水道水をつくり届けるために

大規模な施設を維持していますので，利用水

量が減少しても一定規模の維持管理費が必要

になります。

今までは，現在の料金収入で運営できるよ

うに，様々な経費節減に努めてきました。

人件費は，業務の見直しや委託を進めるこ

とにより削減してきましたが，施設の点検や

修理，光熱水費，薬品費などの物件費が，物

価等の高騰により年々増加しており，維持管

理費全体では増加しています。

収入が減少する中で，維持管理費が増加していることにより，経営状況は年々厳しくなって

きています。

注：消費税分を除いています。

注：消費税分を除いています。



借入金（企業債）の残高

年度末資金は，事業を行うための運転資金

で，安定した経営をするには，常に資金を準

備しておくことが必要です。

平成30年度は２.４億円の資金が減少し，

資金残高は１６.３億円となりました。

他都市（中核市）の平均では約６６億円と

なっており，安定した経営を行うには脆弱な

資金状況となっています。

配水管や浄水場などの施設は，建設すると

何十年間も使用できるため，借入金を上手に

活用していくことが大切です。

現在は，返済に行き詰まることにならない

ように，料金収入と返済額とのバランス，施

設の改修計画を考えながら，無理のない借り

入れに努めています。

Ⅱ 水道事業
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約６６億円

年度末資金残高

施設の整備（建設改良費）

昭和４０年代に整備した管や，老朽化した

浄水場などの施設の改修を行ってきました。

今後，老朽化した管の増加や設備の経年劣

化に伴い，費用の増加を見込んでいるため，

市民生活への影響を考えながら，計画的な更

新が必要です。
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Ⅲ 下水道事業

下水には，「汚水（おすい）」と「雨水（うすい）」の２つの水があります。

汚水とは，台所や浴室，トイレなどから出される生活排水のことで，旭川市のほか

に鷹栖町，東神楽町，当麻町，比布町，東川町の５町からも「下水処理センター」に

集まってきます。

集まった汚水は，砂やごみを除いたあと，微生物の力を借りて水と泥に分けます。

分けられた水は，消毒してから石狩川に戻します。泥は，ガスを発生させたあと，焼

却して灰をセメント原料として利用し，残りを埋め立て処分しています。また，発生

させたガスは，施設の暖房用ボイラーと発電の燃料に利用しています。

雨水は，「空から降った雨や雪解け水」のことで，長さ３３６ｋｍの下水管（雨水

管）を通して速やかに川に流します。

そのほかに，大雨による家屋の浸水などを防ぐため，排水ポンプ車などの機材を備

えています。

※平成30年度

１ 下水道はどこで，どんな処理をしているの？

１６万２３０戸
１年間で４,４０３万トン
（１日当たり１２万６００トン）

の汚水をきれいな水にして
川に戻しました

汚 水 管
１,５７８ｋｍ

雨 水 管
３３６ｋｍ

下水処理センター

家 庭・店舗
事務所・工場

他町など

まちに降った雨水を
川に流しました

雨
直線距離なら，
旭川から熊本までに
なります。

直線距離なら，
旭川から青森までに
なります。

※平成３０年度

１２



Ⅲ 下水道事業

下水道事業は，維持管理の予算である「収益的収支」と，施設の建設や改良などの

予算である「資本的収支」の２つの予算をもとにして運営しています。

収益的収支では，下水を処理するためなどに８５億３４３万円を支出しました。

資本的収支では，下水道施設の建設改良などに５７億１,８４３万円を支出しました。

上記を合計した決算額は１４２億２,１８６万円となります。

事業資金となる年度末資金は，平成３０年度決算の収支と前年度からの繰り越しを

反映した結果，１１億９,９０９万円となりました。

この年度末資金は，翌年度の事業の運営や建設改良に使います。

予 算 額（A） 決 算 額（B） 増 減（B-A）

収
益
的
収
支

収 入
下水道使用料など

９２億６,９７１万円 ９２億８,３２０万円 １,３４９万円

支 出
維持管理費など

８６億１,９０５万円 ８５億３４３万円 △１億１,５６２万円

差 引 ６億５,０６６万円 ７億７,９７７万円

資
本
的
収
支

収 入
借入金など

３２億６,８５８万円 ２２億４,８９０万円 △１０億１,９６８万円

支 出
建設改良費など

６６億７６４万円 ５７億１,８４３万円 △２億８９７万円

差 引 △３３億３,９０６万円 △３４億６,９５３万円

年度末資金 １１億５,８８１万円 １１億９,９０９万円 ４,０２８万円

収入・支出の内訳は，次ページ以降をご覧ください。
※予算額は，当初予算額・補正予算額・前年度からの繰越額の合計額です。
※資本的収支-支出-増減は，翌年度に繰り越して支出する額６億８,０２４万円を除いています。

予算と決算

【下水道事業のしくみ】
下水道事業は，「汚水」と「雨水」の処理をしています。
このうち，汚水は水道事業と同じように，利用された方から下水道

使用料をいただいて，処理に必要な費用をまかなっています。
しかし，雨水の処理に必要な費用をまかなうために，雨水を出した

「空の雲」から下水道使用料をいただくことはできません。
雨水は自然現象によるもので，災害防止や市民生活の安全を守るとい

う目的から，行政が雨水を処理する役割があります。
このため，雨水管の維持管理費や建設改良費は，原則として一般会計

からの負担金・補助金（税金等）でまかなっています。

２ 平成３０年度の決算は？

１３



Ⅲ 下水道事業

３ 下水を処理するために，どれだけお金がかかったの？

収入 ９２億８,３２０万円

・下水道使用料 ５９億３,６３０万円
下水道使用料の収入

・負担金・補助金 ８億２,３０６万円
雨水にかかわる維持管理費などの収入

・長期前受金戻入 ２２億４,０８８万円
減価償却費等に見合う補助金収入など

・その他 ２億８,２９５万円
他町が負担する下水処理費の収入など

・支払利息 ６億 ４５１万円
借入金の返済利子

・その他 ２億４,２４６万円
税務署に納める消費税など

・管渠費 ４億５,５６４万円
下水管の点検や修繕費など

・処理場費 １３億９,４２９万円
下水処理センターの維持管理費や汚水を
処理した後に出る泥の処分費

・ポンプ場費 １億２,０７０万円
下水処理センターや川に下水を送るため
のポンプの電気代，修繕費など

・業務費・総係費 ５億７,９０８万円
各家庭などの検針，使用料の請求，収納
など事業を運営するための事務的な経費

・職員給与費 ３億７,２９１万円
職員の人件費

・減価償却費等 ４７億３,３８６万円
施設使用に伴う資産価値減少分

支出 ８５億３４３万円

維持管理にかかわる収支決算（収益的収支）

下水を処理するために必要な費用や施設の維持管理費，下水道事業に従事する職員の人

件費，借入金の返済利子などに支出しました。

給水収益
84.7％

下水道使用料
63.9％

負担金・補助金
8.9％

長期前受金戻入
24.1％

その他
3.1％

減価償却費等
55.7％

支払利息
7.1％

その他
2.8％

管渠費
5.4％

処理場費
16.4％

ポンプ場費
1.4％

業務費・総係費
6.8％

職員給与費
４.４％
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Ⅲ 下水道事業

下水の水質管理（９４６万円）

きれいな川を維持するため，下水処理センターで

処理して石狩川に戻す水は，定期的に水質検査をし

ています。

また，工場や事業場から下水道に悪影響を及ぼす

水が流されないように，６８件の立入検査・指導を

行い，工場等から出される下水の水質検査を行いま

した。

平成３０年度の取組

・下水処理センターの水質検査
センターに流れてくる汚水や川へ流す水な

どについて，下水道法等で定められた検査項
目をもとに，有害物質や細菌など５６項目を
検査しています。
（検査項目によって，毎日，数週間おき，数
か月おきなど検査の頻度は異なります。）

大雨災害への対応（２,730万円）

大雨の時に，家屋などへの雨水の浸入やまちの冠水を防ぐために，排水ポンプ車や排水ポン

プで雨水を川に排出しました。そのほか，土のうの設置や破損したマンホールの補修などを行

いました。

１５

借入金の利息

10円

人件費

7円 事務経費

10円

汚水をきれいにして川に戻すためには，薬品や電気代，

大規模な施設の維持管理費がかかります。

これらは，下水道使用料でまかなっています。

汚水を処理するためにかかった費用を

100円にしてみると？

処理場や汚水管などの
施設をつくったりしたお金

４１円
汚水をきれいにする

薬品や電気代
３２円

※原価から算出

旭川市

下水道の

ひみつ

Part１

↑雨水を川に排出しているところ

↑雨水を汲み上げているところ



●建設改良費 １４億７,３３９万円
・下水管 ７億９,５５９万円

下水管３.４ｋｍを整備
（取替２.２ｋｍ，新設１.２ｋｍ）

・処理場 ４億５,９３０万円
下水処理センターの電気設備や
反応タンクなどの取り替え

・ポンプ場
旭岡1丁目1－1中継ポンプ室の中央
監視システムの取り替え

・事務費など ２億１,４０７万円
工事の設計費，物品購入，人件費など

●企業債償還金 ４２億４,５０４万円
・借入金の返済元金

４４３万円

下水道事業は，水道事業と同じく装置産業と言われ，長さ１,５７８ｋｍに及ぶ汚水管，大

量の汚水を処理する下水処理センターによって運営しています。

そのほか，雨水を川に流すため，長さ３３６ｋｍに及ぶ雨水管と，大雨時に使用する排水

機材を備えています。

収入 ２２億４,８９０万円
・企業債 １４億７,６００万円

施設を整備するための借入金

・国庫補助金
施設を整備するための国からの補助金

・工事負担金 １,６４７万円
工事に伴って負担いただいた収入

・他会計補助金 ２億３,３８５万円
下水にかかわる整備費などの収入

・その他 １,８９３万円
受益者負担金や他町からの収入

建設改良にかかわる収支決算（資本的収支）

支出 ５７億１,８４３万円

４ 下水を集め処理するために，どんな建設改良をしたの？

企業債償還金
51.2％

国庫補助金
22.4％

工事負担金
0.7％

他会計補助金
１0.4％

その他
0.9％

企業債償還金
74.3%

下水管
13.9％

処理場
8.0％ ポンプ場

0.1％

事務費など
3.7％

Ⅲ 下水道事業
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５億 ３６５万円

企業債
65.6%



下水管の整備（７億９,５５９万円）

神楽地区などで汚水管を，永山地区などで雨水管を，新たに1.2ｋｍ設置し，中央地区

などで古くなった汚水管を2.2ｋｍ取り替えました。

・汚水管の整備 2.7km ３億７,８８１万円

新設 0.5km 1億２,８８７万円

取替 2.2km 2億４,９９４万円

・雨水管の新設 0.7km ４億１,６７８万円

平成３０年度の取組

↑古くなってひび割れた
汚水管の内部（陶管）

↑雨水函渠の設置

下水処理センターの改修（４億５,９３０万円）

下水処理センターでは，平成２９年度から３年間

をかけて，施設で使用する電力を分配・調整するた

めの受変電設備を改修しています。

また，微生物に水の汚れを食べてもらうための反

応タンクを改修しました。 ↑下水処理センター受変電設備

Ⅲ 下水道事業

１７

☆ポイント☆

△３４億６,９５３万円
※内部留保資金で補填

支出
５７億１,８４３万円

収入
２２億４,８９０万円

資本的収支は支出よりも収入が少なく，不足額は

収益的収支の利益や現金支出を伴わない減価償却費

などの内部で留保した資金で補填します。

収益的収支で生じた資金を資本的支出に使うとい

うように，収益的収支と資本的収支の使用料の使い

みちを明確にするためのしくみです。

100円で流せる汚水はどのくらい？

汚水は何かに利用しているの？

１００円で６１２リットル，市民１人が２日間でつかう水

を流すことができます。

また，きれいになった水の温度は冬でも１０℃以上あるの

で，市内で除排雪した雪を下水処理センターにある融雪槽で

溶かすために利用しています。

１００円で流せる汚水は６１２リットル

１日に一人が使う水の目安 ２６０リットル

お風呂 ２００リットル（１回分）

料理 １０リットル

トイレ ４０リットル（１０リットル×４回）

掃除 １０リットル（バケツ 1杯）

※旭川市で１か月２０トン流す場合の下水道使用料

３,２６４円をもとに算出

生活排水

２日分

旭川市

下水道の

ひみつ

Part２

かんきょ



Ⅲ 下水道事業

下水道使用料の収入

人口減少や節水機器などの普及による処理水

量の減少に伴い，収入額は減少しています。

今後も人口の増加は見込まれないため，減少

していくものと予想しています。

５ 経営状況はどうなの？
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注：消費税分を除いています。
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１８

※物件費：管渠費，処理場費，ポンプ場費，業務費，総係費の合計

下水道事業は，汚水や雨水を処理するため

に大規模な施設を維持していますので，処理

水量が減少しても一定規模の維持管理費が必

要になります。

また，近年の大雨により，浸水被害を防ぐ

ための対策費用も増加しています。

維持管理費の節減を図るために，下水処理

センターの維持管理業務の委託化などを進

め，人件費の削減を図ってきましたが，労務

費や物価等の上昇により物件費が増加する状

況になっています。

今後，下水管や下水処理センターなどの施設が老朽化するため，修繕費がさらに増加して

いくことが想定され，より一層の事業の効率化に取り組んでいく必要があります。

注：消費税分を除いています。
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Ⅲ 下水道事業

年度末資金は，事業を行うための運転資金で，

下水の処理や大雨など災害時の対応のために常に

準備しておかなくてはなりません。

平成３０年度は1.8億円の資金が減少し，資金

残高は１２億円となりました。

過去の建設に伴う借入金の返済で資金が少ない

状況ですが，今後，下水管の取り替えが増加して

いくため，資金を確保していく必要があります。

下水道の普及には多額の建設資金が必要だった

ため，過去は建設改良費の増加に伴って，借入金

の残高も増加していました。

現在は借入金が減少していますが，今後，下水

管や下水処理センターなどの老朽化に伴って建設

改良費が増加していきますので，今のうちに借入

金を減少させるように努めています。

中核市平均（H29年度）
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１９

平成１０年代前半までは，下水道の普及のため

に下水管や下水処理センターの整備を進めてきま

した。

現在は，下水道の拡張も一段落したため，建設

改良費は大きく減少しましたが，これからは，古

くなった下水管の取り替えや下水処理センターの

改修といった費用の増加を見込んでいるため，計

画的な更新が必要です。

施設の整備（建設改良費）
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水道・下水道のお問い合わせは
水道局お客様センター

Tel ２４－３１６３
午前８時４５分～午後５時１５分
土・日・祝日はお休みさせていただきます
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