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◎令和元年度は，平成３１年４月１日から令和２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 
 

 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，病気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・下水道の令和元年度決算をもとに，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， 

どんな取組をしているのかをご理解いただければ幸いです。 

 

 

 

 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。 

 

水道局の使命 



 

2 

Ⅰ 水道局ってどんなところ？ 

１ 組織・会計は？ 

 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，市民の生活やまちづくりにかかわ

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。  

 

 

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のコストと，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。 

 また，令和元年度から，簡易水道事業は水道事業と，農業集落排水事業は下水道事

業と会計を統合しました。 
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Ⅰ 水道局ってどんなところ？ 

２ 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。 

令和元年度は，前期財政計画の終了年度にあたることから，新たに中期財政計画を

策定しました。 

 

●前期財政計画４年間の主な取組 

【水道事業】 

 〇配水管の新設・取替 

  取替  ６６ｋｍ    ４２億 ,７９９万円 

  新設   ７ｋｍ     ３億１,２４４万円 

 〇浄水場などの建設改良  １８億２,７９７万円 

  石狩川浄水場中央監視設備改修，石狩川浄水場水質試験空調設備改修など 

【下水道事業】 

 〇下水管の新設・取替 

  取替   ７ｋｍ          ７億 ,８１３万円 

  新設   ６ｋｍ         １１億４,８２５万円 

 〇下水処理センターなどの建設改良  ２３億７,５５４万円 

  下水処理センター受変電設備改修，下水処理センター汚泥脱水機改修など  

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～令和元年度）

中期財政計画

（令和２～５年度）

後期財政計画

（令和６～9年度）
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Ⅱ 水道事業（水道・簡易水道） 

１ 水道水は，どこで，どのくらいつくっているの？ 

 

 

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。 

 そのほか，簡易水道として，西神居地区と江丹別地区のそれぞれの浄水場で水道水

をつくっており，利用される皆様にお届けしています。  
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Ⅱ 水道事業 

２ 令和元年度の決算は？ 

 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５４億８,１７６万円を支出しました。 

 資本的収支では，水道施設の建設改良などに４９億４,０１７万円を支出しました。 

 上記を合計した決算額は，１０４億２,１９３万円となります。 

事業資金となる年度末資金残高は，令和元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，１２億６,８６６万円となり，翌年度の事業の運営や建設改良に使い

ます。 

予算と決算 

  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 
６１億１,５１０万円 ６０億９,５８０万円 △１,９３０万円 

支 出 

維持管理費など 
５６億８,５３５万円 ５４億８,１７６万円 △２億３５９万円 

差 引 ４億２,９７５万円 ６億１,４０４万円  

資
本
的
収
支 

収 入 

借入金など 
２２億３,５２９万円 １２億９,７３１万円 △９億３,７９８万円 

支 出 

建設改良費など 
５８億４,０１９万円 ４９億４,０１７万円 △１億６,０８２万円 

差 引 △３６億４９０万円 △３６億４,２８６万円  

年度末資金残高 １０億１,８８８万円 １２億６,８６６万円 ２億４,９７８万円 

 ※予算額は，当初予算額・補正予算額の合計額です。 

 ※資本的収支-支出-増減は，翌年度に繰り越して支出する額７億３,９２０万円を除いています。 

  【企業会計のしくみ】 

 企業会計の予算決算額の中には，現金支出のない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。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】 

・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を計上しています。 

・年度末資金残高は，現金などの収入支出だけを計算した事業資金の残高で，事業を運営するための

大切な資金です。 

【簡易水道とは？】 

 水道事業の区域とは別に，給水人口が 5,000 人以下の小規模な水道施設を「簡易水道」と言いま

す。旭川市では西神居地区と江丹別地区が簡易水道の対象です。 

名称は「簡易水道」ですが，水道事業と同じ水質基準を保っており，安全な水道水をお届けしてい

ます。 
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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？ 

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。 

 

維持管理にかかわる収支決算（収益的収支） 

【収 入】 ６０億９,５８０万円 

●給水収益   ５１億２,３１２万円 

  水道料金の収入 

●負担金，補助金 ４億２,９６３万円 

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 ３億７,６１３万円 

減価償却費等に見合う補助金収入など 

●その他     １億６,６９２万円 

他町へ水道水を供給した分の収入 

【支 出】 ５４億８,１７６万円 

●物件費    １２億７,２１１万円 

・取水費     ３億３,３８６万円 

各取水場の維持管理費や電気代， 

修繕費など 

・浄水費     ３億３,７２７万円 

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     ２億５,１４８万円 

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     ●職員給与費     ６億３,６２６万円 

・給水費     １億４,５４５万円       ,職員の人件費 

配水管からご家庭などに水を送る    ●減価償却費等 ３０億３,９３０万円 

給水管などの修繕費や点検費など     施設使用に伴う資産価値減少分 

・業務費，総係費 ２億 ４０５万円      ●支払利息    ４億 ３８３万円 

各家庭などの検針，料金の請求，         借入金の返済利子 

収納など事業を運営するための          ●その他     １億３,０２６万円 

事務的な経費              税務署に納める消費税など 

物件費

23.2%

職員

給与費

11.6%減価償却費等

55.4%

支払利息

7.4%

その他

2.4%

給水収益

84.0%

負担金

補助金

7.1%

長期前受金戻入

6.2%
その他

2.7%
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Ⅱ 水道事業 

令和元年度の取組 

水道施設の補修（１億２,３６０万円） 

水道施設の機能を維持するために，古くなっ

たり壊れたりした水道管や忠別川浄水場の取

水ポンプなどの補修を行いました。 

・配水施設の補修  ２,９７３万円 

 ・取水施設の補修  １,６６２万円 

・浄水施設の補修  １,４７２万円 

 ・水質検査機器の補修 ,５２２万円 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道管の調査（２,３８９万円） 

水道管から漏水すると，修繕のために広い地域

で断水し，ご家庭などに水道水が届けられなくな

ります。そのため，漏水探知器で水流の音を聞い

て異常を調べており，神楽地区や忠和地区などで

調査を実施しました。 

・漏水発見数：２７３か所 

 

 

 

 

 

 

  

水の音を聞いて調査している様子 

漏水により道路に水があふれている様子 

【水道料金・下水道使用料の支払方法の拡大】 

利用される皆様の支払手続きをより便利にするために，令和元年１２月から，LINE Pay（ラインペイ）

や PayB（ペイビー）を利用したモバイル決済を導入し，水道料金・下水道使用料を支払うことができる

ようにしました。 

・令和元年度利用実績：９０件 
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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？ 

 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 2,２７２キロメートルに及ぶ配水管など，大規模な施設に 

よって運営しています。 

 

建設改良にかかわる収支決算（資本的収支） 

【収 入】  １２億９,７３１万円 

●企業債   １２億 ３７０万円 

施設を整備するための借入金 

●国庫補助金     ２５２万円 

施設を整備するための国からの補助金 

●工事負担金    ３,１１２万円 

工事に伴って負担いただいた収入 

●その他      ５,９９７万円 

出資金や資産の売却収入 

 

【支 出】  ４９億４,０１７万円 

●建設改良費   ２４億１,４４９万円 

・配水管     １１億８,０５２万円 

配水管１７.５ｋｍを整備 

（取替１５.４ｋｍ，新設２.１ｋｍ） 

・浄水場      １億６,５４７万円 

石狩川浄水場の計装機器の取り替えや

忠別川浄水場の取水棟の防水工事など 

・配水場        ２,６６７万円 

市内各地の水量などを測定する流量計

の新設，水圧計などの取り替え 

・量水器      ８億３,３７１万円 

各家庭などの水道メーターを取り替え 

（取替個数２７,２０２個）        ●企業債償還金 ２５億２,５６８万円 

・器具，備品       ,５７８万円   借入金の返済元金 

可搬式発電機や水質検査機器などを購入 

・事務費など    ２億, ２３４万円 

工事の設計費や人件費，土地購入費など 

企業債

92.8%

国庫補助金

0.2%

工事負担金

2.4%
その他

4.6%

建設改良費

48.9%
企業債償還金

51.1%

主な内訳 

・配水管 23.9％ 

・量水器 16.9％ 
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Ⅱ 水道事業 

令和元年度の取組 

配水管の取り替え（１０億７,２５５万円） 

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，１５.４

ｋｍ取り替えました。 

・塩化ビニル製の配水管 

 １４.２ｋｍ  ８億７,１３６万円 

・老朽化が進んだ配水管など 

  １.２ｋｍ  ２億 １１９万円 

 

長時間停電への対応（１,６５２万円） 

停電がおきても安定して水道水をお届

けするために石狩川浄水場で非常用自家

発電設備の整備を進めました。 

令和２年度に完成予定です。 

また，市内各地にある配水施設に持ち

運びできる発電機を購入しました。 

・石狩川浄水場自家発電設備実施設計 １,２４９万円 

・可搬式ディーゼル発電機    ２台 ,４０３万円 

 

高砂台調整池建設用地の購入（５５０万円） 

高砂台周辺の地域に水道水を安定して供給することを目的に，現在の調整池を新し

く建て替えるための土地を購入しました。 

 

取り替えた配水管

非常用自家発電設備（イメージ） 
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Ⅱ 水道事業 

５ 経営状況はどうなの？ 

 

 水道料金の収入（給水収益）  

 人口減少や節水機器の普及に

より利用水量が減少し，それに伴

い収入額は減少しています。 

今後も人口や利用水量の増加

は見込めず，収入額は減少傾向が

続くものと予想しています。 

 

 

 

 

 

 維持管理費  

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，様々な経費削減に努

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

検費や修繕費，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。 
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Ⅱ 水道事業 

 

 

 借入金（企業債）の残高  

 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

ない借入れに努めています。 

 

 

 施設の整備（建設改良費）  

 昭和４０年代の人口増加に伴い整備

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，管や施設の老朽化に伴い，建設

改良費の増加を見込んでいるため， 

重要度や優先度を考慮した計画的な 

改修が必要です。 

 

 年度末資金残高  

 年度末資金は，事業を継続す

るための運転資金です。 

令和元年度の資金残高は前年

度から３.６億円減少し，１２.７

億円になりました。 

安定した経営を行うには脆弱

な資金状況であるため，経営の

改善を進める必要があります。 
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Ⅲ 下水道事業（公共下水道・農業集落排水） 

１ 下水道はどこで，どんな処理をしているの？ 

 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ています。泥は，ガスを発生させた後，

焼却して灰をセメント原料として利用し，残りを埋立処分しています。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。 

そのほか，農業集落排水として，千代ヶ岡地区の汚水は，「千代ヶ岡農業集落排水処

理センター」に集まり，きれいな水にしてから辺別川に戻しています。 

 雨水は，「空から降った雨や雪解け水」のことで，長さ３３６キロメートルの下水管

（雨水管）を通して速やかに川に流します。また，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。 
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Ⅲ 下水道事業 

２ 令和元年度の決算は？ 

 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８３億８,２４８万円を支出しました。 

資本的収支では，下水道施設の建設改良などに５７億８,７４２万円を支出しました。 

 上記を合計した決算額は，１４１億６,９９０万円となります。 

事業資金となる年度末資金残高は，令和元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，８億８,７６７万円となり，翌年度の事業の運営や建設改良に使い 

ます。 

予算と決算 

  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 
９３億５,６２５万円 ９１億９,７６４万円 △１億５,８６１万円 

支 出 

維持管理費など 
８６億２,６９４万円 ８３億８,２４８万円 △２億４,４４６万円 

差 引 ７億２,９３１万円 ８億１,５１６万円  

資
本
的
収
支 

収 入 

借入金など 
２８億７,３５４万円 ２１億７,３５９万円 △６億９,９９５万円 

支 出 

建設改良費など 
６４億６,２２３万円 ５７億８,７４２万円 △３億８,４１７万円 

差 引 △３５億８,８６９万円 △３６億１,３８３万円  

年度末資金残高 １０億２,７１３万円 ８億８,７６７万円 △１億３,９４６万円 

 ※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２億９,０６４万円を除いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【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。 

一方，雨水は自然現象によるもので，その処理は災害防止や市民生活の安全という役割があるた

め，行政が行う事業と考えられています。そのため，雨水の処理に必要な費用は，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。 

【農業集落排水とは？】 

 公共下水道の区域とは別に，農村地域での下水処理施設を「農業集落排水施設」と言います。旭川

市は千代ヶ岡地区が対象です。 

千代ヶ岡地区で処理した汚水は，きれいな水にしてから辺別川に戻しています。 
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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？ 

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。 

 

維持管理にかかわる収支決算（収益的収支） 

【収 入】  ９１億９,７６４万円 

●下水道使用料      ５９億２,２４６万円 

下水道使用料の収入 

●負担金，補助金      ７億６,８２４万円 

雨水にかかわる維持管理費などの収入 

●長期前受金戻入     ２２億４,０６２万円 

減価償却費等に見合う補助金収入など 

●その他          ２億６,６３２万円 

他町が負担する下水処理費の収入など 

 

【支 出】   ８３億８,２４８万円 

●物件費      ２５億１,６８７万円 

・管渠費        ３億９,９９6 万円 

下水管の点検や修繕費など 

・処理場費      １３億５,９６８万円 

下水処理センターなどの維持管理費や 

汚水を処理した後に出る泥の処分費など 

・ポンプ場費      １億４,２９６万円 

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   ６億１,４２７万円   ,●減価償却費等 ４７億５,２５３万円 

各家庭などの検針，使用料の請求，     施設使用に伴う資産価値減少分 

収納など事業を運営するための事務的   ●支払利息    ５億２,３２３万円 

な経費                  借入金の返済利子 

●職員給与費     ３億８,１１９万円  ,●その他     ２億 ８６6 万円 

職員の人件費               税務署に納める消費税など 

  

下水道使用料

64.4%

負担金

補助金

8.3%

長期前受金戻入

24.4%

その他

2.9%

物件費

30.0%

職員給与費

４.6％

減価償却費等

56.7%

支払利息

6.2％

その他

2.5%
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Ⅲ 下水道事業 

令和元年度の取組 

下水道施設の補修（８,７３３万円） 

下水道施設の機能を維持するために， 

古くなった下水管や旭神汚水中継ポンプ場

のポンプの補修などを行いました。 

・下水管補修   ２,３３３万円 

・ポンプ補修   １,０４３万円 

・処理場施設補修 ２,８２９万円 など 

 

 

 

大雨への対策（１,２３０万円） 

家屋の浸水や道路の冠水を防ぐため，市内

各地で排水業務に対応する委託業者を６者か

ら７者に増やしました。また，（一社）旭川建

設業協会と災害時における応急対策業務に関

する協定を結び，体制を強化しました。 

・内水排除業務費 １,２３０万円 

 

 

 

下水管の接続状況の調査（５７６万円） 

汚水管に雨などが大量に流れ込むことで水がマンホールからあふれ出し，家屋の浸

水や道路が冠水することがあります。こうした大雨時に汚水管に流れ込む原因を調べ

るため，一部の地域で家屋等の接続状況を調査しました。 

・調査件数：１,３８７件  
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Ⅲ 下水道事業 

４ 下水を集め処理するために，どんな建設改良をしたの？ 

 下水道事業は，水道事業と同じく装置産業と言われ，長さ１,５８５キロメートルに

及ぶ汚水管，大量の汚水を処理する下水処理センターなどによって運営しています。 

 そのほかに，雨水を速やかに川に流すため，長さ３３６キロメートルに及ぶ雨水管

と，大雨時に使用する排水機材を備えています。 

 

建設改良にかかわる収支決算（資本的収支） 

【収 入】 ２１億７,３５９万円 

●企業債    １３億 ,５２０万円 

施設を整備するための借入金 

●国庫補助金   ６億７,５０５万円 

施設を整備するための国からの補助金 

●工事負担金      ,２８９万円 

工事に伴って負担いただいた収入 

●他会計補助金  １億５,４３０万円 

下水にかかわる整備費などの収入 

●その他       ３,６１５万円 

受益者負担金や他町からの収入 

 

【支 出】 ５７億８,７４２万円 

●建設改良費  １８億７,１７９万円 

・下水管     ５億７,９９５万円 

下水管２.６ｋｍを整備 

（取替２.４ｋｍ，新設０.２ｋｍ） 

・処理場     ８億３,５３０万円 

融雪槽の監視設備や汚水ポンプの改修 

・ポンプ場      ６,３５５万円 

亀吉雨水ポンプ場の電源装置の改修や

忠和地区にポンプ設備を設置 

・器具，備品     ３,２５１万円 

 発電機や水中ポンプなどを購入 

・事務費など   ３億６,０４８万円   ●企業債償還金 ３９億１,５６３万円 

工事の設計費や人件費など        借入金の返済元金 

建設改良費

32.3%

企業債償還金

67.7%

主な内訳 

・下水管 10.0％ 

・処理場 14.4％ 

企業債

60.1％

国庫補助金

31.1%

工事負担金

0.1%

他会計補助金

7.1%
その他

1.6％
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Ⅲ 下水道事業 

令和元年度の取組 

下水管の整備（５億７,９９５万円） 

末広地区で汚水管を，永山地区などで雨水管を，新たに０.２ｋｍ，緑が丘地区や  

流通団地地区などで古くなった汚水管を２.４ｋｍ取り替えました。 

・汚水管の整備 ２.５ｋｍ ２億２,８４１万円 

     新設 ０.１ｋｍ   １,２０７万円 

     取替 ２.４ｋｍ ２億１,６３４万円 

・雨水管の新設 ０.１ｋｍ ２億３,４２２万円 など 

 

下水処理センターの改修（８億３,５３０万円） 

市内で排雪した雪を溶かす融雪槽の監視装置や 

汚水をくみ上げるポンプ，汚水を処理するための反

応タンク，汚水の流入量を調整するゲートなどを改

修しました。 

・融雪槽監視装置改修 １億８,１１７万円 

・汚水ポンプ改修   １億８,５１４万円 

 ・反応タンク改修   １億８,８８６万円 

 ・沈砂池ゲート改修  １億２,８１０万円 など 

 

忠和ポンプピットの設置（４,２２４万円） 

大雨時の排水作業を速やかに開始できるように，

忠和地区にポンプや発電機，雨水を川に排出する 

ホースを設置しました。 

・設置工事費      １,１１４万円 

・発電機     ３台 １,３７７万円 

・排水ポンプ機器 ２台 １,７３３万円 
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Ⅲ 下水道事業 

５ 経営状況はどうなの？ 

 

 下水道使用料の収入  

 水道事業と同じように人

口減少や節水機器の普及に

よる処理水量の減少に伴い，

収入額は減少しています。 

今後も人口や処理水量の

増加は見込めず，収入額は

減少傾向が続くものと予想

しています。 

 

 

 

 維持管理費  

 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。 

下水処理センターの維持管理業務の委託化などにより，人件費の節減を図るととも

に，維持管理費の削減にも努めてきましたが，物価等の上昇により物件費が増加して

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，より一層の効率化に取り組んでいく必要があります。 

  



 

19 

Ⅲ 下水道事業 

 

 

 借入金（企業債）の残高  

 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，

下水管や下水処理センターの老朽化

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。 

 

 施設の整備（建設改良費）  

 平成１０年代前半までは，下水道

の普及のために下水管や処理場の整

備を進めてきました。 

 現在は，下水道の拡張も一段落し，

建設改良費は大きく減少しました

が，今後は，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費用

の増加を見込んでいます。 

 

 年度末資金残高  

 年度末資金は，事業を継続する

ための運転資金です。 

令和元年度の資金残高は前年

度から３.１億円の資金が減少し， 

８.９億円となりました。 

今後，下水管の取り替えが増加

していくため，安定した資金の確

保に努める必要があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

発行：令和２年（２０２０年）１０月 

編集：旭川市水道局（上下水道部経営企画課） 

０７０－８５４１ 旭川市上常盤町１丁目 

ＴＥＬ：０１６６－２４－３１７０（課直通） 

ＦＡＸ：０１６６－２５－９５００ 


