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　　　旭川市の水道・下水道をご利用いただいている皆様へ

　　　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。

　　　今や水道・下水道は，日々の暮らしの中に溶け込むほど当たり前の存在になっており，そ

　　の大切さをつい忘れがちになっているかもしれません。

　　　近年では，全国各地で災害が多く発生していますが，ライフラインが止まったとき，一刻

　　も早く復旧が望まれるものは，水道・下水道ではないでしょうか。

　　　水の供給がストップしてしまうと，飲み水はもちろん，手を洗うこともトイレを使うこと

　　もできなくなってしまいます。

　　　下水が処理されなくなると，衛生状態が悪くなり病気が発生しやすくなります。

　　　旭川市水道局では，安全で安心な水道水をお届けするために，また，衛生的で快適な環境

　　を維持するために，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には，それぞれ毎年１００億円を超える費用がかかっており，

　　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。

　　　この冊子は，令和２年度の決算をもとにまとめたものです。

　　　私たちの水道・下水道を維持していくために，どのようなことにいくらの費用がかかって

　　いるのか，どのような取組をしているのかを知っていただく一助になれば幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旭川市水道局

はじめに

自然・環境 市民生活

都市活動

水道局

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」

自然の恵みから市民生活・都市活動の活力を支える「動脈」

水道局の使命 ＝ 水循環を司る心臓部 (止まるわけにいかないポンプの役割)
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(1) 水道局の組織

　　旭川市役所には，旭川

　市長（市長部局）や教育

　委員会などの様々な組織

　があり，市民生活やまち

　づくりにかかわる事業を

　行っています。

　　水道局も市長部局に属

　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，水道水の

　供給や下水の処理にかか

　わる事業を経営していま

　す。

(2) 水道局の会計と事業経営

旭川市の会計（令和２年度）    予算(収支)

　　水道水を供給する

　「水道事業」と下水

　を処理する「下水道

　事業」は，一般会計

　等から独立した会計

　で，事業を経営して

　います。

　　また，電気やガス

　と同じように，利用

　した水の量に応じて

　皆様からご負担をい

　ただいた料金で，事

　業を運営する独立採

　算制が基本となって

　います。

　　水道局では，水の供給と処理に必要な施設の維持管理費など，事業運営コストに見合う料金

　を合理的に計算する必要があるため，民間企業の会計に近い公営企業会計を採用しています。

　　公営企業会計の予算(収支) には，施設の維持管理費や資産価値の減少(減価償却費)等の支出

　(費用)と皆様からご負担いただく料金等の収入(収益)を整理する「収益的収支」に加えて，施

　設(資産)の新設・更新(取替)を行う建設改良費や，その建設改良のために借り入れたお金(負債)

　にかかわる収入と支出を整理する「資本的収支」があります。

１　水道局ってどんなところ？

旭川市（旭川市役所）

旭川市長（市長部局）
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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

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

【旭川市水道局】

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

歳入歳出予算

施設の維持管理

や建設，各種補

助金など全ての

収入と支出を一

つの予算で管理

収益的収支

維持管理等

の予算

資本的収支

建設改良等

の予算

財務諸表

の作成

損益計算書

貸借対照表

など

水 道 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計

お金の

出入りのみ

を整理
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１　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）」を策定しています。

　　このビジョンの実現に向け，12年の計画期間中，前期・中期・後期の４か年ごとに財政計画

　を策定し，計画的な事業運営に努めています。

　　令和２年度は，中期財政計画のスタートの年に当たりました。

 ○  施設の老朽化

  　今後，耐用年数の経過した配水管や各種施設が増加することから，施設の老朽化対策を行う

  ため，計画的な建設改良事業（配水管の更新など）を行っていく必要があります。

 ○  事業資金（年度末資金残高）の不足

  　人口の減少や節水機器の普及などから，料金収入が減少する傾向にある中で，施設の老朽化

  対策を行っていかなければならないため，水道事業，下水道事業は令和４年度以降，事業の継

  続に必要な資金が不足する見込みとなっています（下の表は，中期財政計画からの抜粋）。

 【中期財政計画で見込んでいる主な課題】

旭 川 市 水 道 ・ 下 水 道 ビ ジ ョ ン

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）

（平成２８年度 ～ 令和９年度）

（旭川市）

まちづくりの方向
（国・北海道）

水道事業の方向性

（国・北海道）

下水道事業の方向

錆びで穴が開いた配水管

漏水による道路の冠水

水道事業の資金推移見込

下水道事業の資金推移見込
（百万円）

（百万円）
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(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（原水）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。

　　　こうしてつくった水道水は，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，総延長が２，２７３キロメートルにも及ぶ配水管を通して皆様のもとにお届けしていま

　　す。

　～簡易水道施設とは？～

　　　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「簡易水道施設」と言い，

　　旭川市では西神居と江丹別の地域で整備しています。簡易という名称は付きますが，水道事業と同じ

　　水質基準の安全な水道水をお届けしています。

２　水道事業（水道事業・簡易水道事業）

１６万８,１７２戸のご家庭などに

１年間で３,０２３万㎥

（１日当たり８万２,８００㎥）

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

石狩川 忠別川

簡易水道施設

西神居地区

江丹別地区

配水管の総延長 ２,２７３キロメートル

直線距離なら，

旭川から沖縄までに

うち，水道事業 2,229キロメートル

簡易水道事業 44キロメートル
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２　水道事業

(2) 令和２年度の水道事業の決算は？

収　収入

益　  ①

的　支出

収　  ②

支   ①-②

資　収入

本　  ③

的　支出

収　  ④

支   ③-④

　※　予算額には，当初予算額のほか，補正予算額，前年度繰越額を含んでいます。

　※　上の表は，税込金額で表示しています。

　　令和２年度の水道事業では，皆様のご家庭などに水道水をつくり届けるために，水道施設の維

　持管理などで，５３億４，８６０万円を支出しました（収益的支出）。

　　また，老朽化した水道管の更新(取替)をはじめとした建設改良などで，５９億１，５４２万円

　を支出しました（資本的支出）。

　　これらの収支の詳しい内訳は，次ページ以降で説明します。

　　　予算額と決算額には，収入と支出の全てを計上する必要があるため，消費税を含んだ表記になってい

　　ます（総計予算主義）。

　　　一方，水道事業や下水道事業は，消費税の課税対象となっていますので，皆様が料金などをお支払い

　　いただくときに消費税も合わせてお預かりしていますが，それらの消費税は，最終的に水道局が税務署

　　に納めています。

　　　そのため，消費税は預り金の性格が強く，消費税を抜いて考えた方が経営の状態がより的確に把握で

　　きることから，決算書などに掲載している損益計算書等は税抜表示としています。

　　　この冊子でも，予算額や決算額は税込表示，それ以外の収益的収支は税抜表示とします。

　　次のページに「当年度純利益」という言葉が出てきます。利益と聞くと，「水道局は儲かっているの？」

　と思い浮かぶかもしれませんが，水道・下水道事業における利益は，水の供給・処理サービスの維持・向

　上のために活用しています。

　　市の条例では，利益の使い道を過年度の赤字(欠損金)の補塡や，施設整備のときに借りた企業債の返済

　に充てることと規定しており，旭川市水道局では，企業債の返済に充てています｡

　　利益は活用することで，大規模な水道・下水道施設を適切に維持し，サービスを持続する形で，水道・

　下水道を利用される皆様に還元されます。

67億5,316万円 59億1,542万円 5億2,030万円 △3億1,744万円

△36億7,903万円 △37億2,089万円 － －

－－7億9,005万円4億8,121万円

30億7,413万円 21億9,453万円 － △8億7,960万円

△1,753万円

△3億2,637万円－

差（Ｂ＋Ｃ－Ａ）翌年度繰越額（Ｃ）決算額（Ｂ）予算額（Ａ）

61億5,618万円

56億7,497万円 53億4,860万円

61億3,865万円 －

【補足説明】 「収益的収支」の消費税の取扱いについて

コ ラ ム 「収益的収支」における「純利益」の使い道は？
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２　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？

　　収益的収支では，水道水をつくるために，水道施設の維持管理や運転などを行っています。

　　これらの経費の多くは，皆様にご負担いただいている水道料金で賄われています。　　　　　　　　　

●給水収益   　●物件費　  12億2,794万円

46億8,646万円   　　・取水費・浄水費

　水道料金の収入   　　　　　　　 6億2,087万円

  　　　取水場や浄水場の維持

●負担金・補助金   　　　管理費，電気代，修繕

  3億7,236万円   　　　費など

　消火栓の維持管理費や   　　・配水費・給水費

　下水道事業が費用負担   　　　　　　　 3億9,249万円

　する分の収入   　　　水道水を一時的に貯め

  　　　ておく配水場や各家庭

●長期前受金戻入   　　　などに水を送る配水管，

  3億7,680万円   　　　給水管の修繕費や点検

　施設の整備時に収入し   　　　費など

　ていた補助金等を施設   　　・業務費・総係費

　の耐用年数などに合わ   　　　　　　　 2億1,458万円

　せて収益化したもの   　　　水道メーターの検針や

  　　　料金の請求・収納など

●その他の収益   　　　事業運営に係わる事務

  2億   979万円   　　　経費

　他町へ水道水を供給し   　●職員給与費 5億2,772万円

　た分の収入など   　●減価償却費・資産減耗費

  　　　　　　  30億3,287万円

  　　施設の耐用年数や除却等

  　　により資産価値の減少分

  　　を費用化したもの

  　●支払利息　 3億5,238万円

  　　借入金の返済利子

  　●その他の費用   1,155万円その他の費用

支払利息

減価償却費・

資産減耗費

職員給与費

物件費

その他の収益

長期前受金戻入

負担金・補助金

給水収益

収 入 56億4,541万円 支 出 51億5,246万円

収入 － 支出

（税抜）

この純利益は，企業債（施設の更新等で借り入れるお金）

の返済のために積み立てておく減債積立金として，その全額

を積み立てました。

当年度純利益

4億9,295万円
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２　水道事業

　　水道施設は，取水場，浄水場，配水場のほか，総延長 2,273キロメートルに及ぶ配水管が地中

　に張り巡らされた大規模な施設です。資本的収支では，水道施設の建設改良を行っています。

●企業債　17億4,990万円   　●企業債償還金

　施設を整備するなどの   　　　　　　  25億4,452万円

　ための借入金   　　借入金の返済元金

  　●建設改良費

●国庫補助金   　　　　　　  33億7,090万円

  1億4,594万円   　　・配水管  16億3,073万円

　施設を整備するための   　　　配水管を20.3㎞整備

　国からの補助金   　　　(更新18.3㎞，新設2.0㎞)

  　　・取水施設　　   394万円

●他会計出資金  　　　忠別川浄水場取水施設

  2億6,681万円  　　　の計装機器を更新

　施設の整備等に対する   　　・浄水施設 6億8,193万円

　一般会計からの出資金  　　　石狩川浄水場に非常用

 　　　自家発電設備を新設し

●工事負担金　3,188万円  　　　たほか，簡易水道施設

　配水管の移設工事等に  　　　の監視装置などを更新

　対する関係機関等から   　　・配水施設　   6,283万円

　の負担金  　　　市内各所の水量などを

 　　　測定する流量計や水圧

 　　　計などの更新

  　　・量水器　 7億7,984万円

 　　　各家庭などの水道メー

 　　　ターを更新(24,869個)

  　　・職員給与費

  　　　　　　     1億4,464万円

  　　・その他事務費など

  　　　　　　           6,699万円

 　　　工事の設計費など

(4) 水道水をつくり届けるための施設の整備に，どれだけお金がかかったの？

この結果，残りの内部留保資金 3億8,592万円を翌年度に繰り越しました。

建設改良費

企業債償還金

工事負担金

他会計出資金

国庫補助金

企業債

収 入 21億9,453万円 支 出 59億1,542万円

（税込）

資本的収支(不足)

△37億2,089万円

収入 － 支出

この不足額は，昨年度の純利益で積み立てていた減債積立金

4億1,177万円と，減価償却費などで企業内に蓄えた内部留保

資金(損益勘定留保資金等) 36億9,504万円で賄いました。
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２　水道事業

(5) 水道事業の経営状況はどうなの？

　　給水を行った人口（給水人口）は年々減少しており，節水機器の普及などもあって，水道料金

　の収入（給水収益）は減少の一途を辿っています。

　　令和２年度の給水収益は４６億９千万円で，１０年前と比較すると，３億３千万円の減となっ

　ています。

　　年度末資金残高は，建設改良費や企業債返済などの財源とするなど，経営を行う上で欠くこと

　のできない事業資金のことで，一般には内部留保資金とも呼ばれています。

　　令和２年度末の残高は８億８千万円で，中期財政計画で見込んだ６億９千万円よりも１億９千

　万円の増となりましたが，人口減少等による給水収益の減少や，老朽化した施設の更新経費の増

　加などにより，令和４年度以降，資金の不足（枯渇）が見込まれるため，引き続き経費の節減に

　取り組むほか，料金水準の見直しを行っていく必要があります。

　　令和２年度末の企業債残高は２９２億円で，１０年前よりも１１８億円の減となっていますが，

　今後，施設の更新を進めていくと，増加に転じることが見込まれます。

　【参考】令和２年度末資金残高 8億7,887万円 ＝ 当年度純利益 4億9,295万円＋翌年度繰越の内部留保資金 3億8,592万円
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２　水道事業

　　物件費は，物価や労務単価の上昇等により増加傾向にあります。

　　人口の減少等に伴い水道料金の収入は減少しており，経営状況は年々厳しくなってきています

　が，安全安心な水道水を安定してお届けするため，より一層の経営効率化に取り組んでいきます。

　　令和２年度の職員給与費は，人員の削減や業務の見直しを進めてきたことなどにより，１０年

　前と比較すると，２億４千万円の減となっています。

　◎配水管の更新（１５億１，５１５万円）

　　　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１８．３ｋｍ取り替えました。

　　・塩化ビニル製の配水管　　１４．５ｋｍ　９億６，６６９万円

　　・老朽化が進んだ配水管など　３．８ｋｍ　５億４，８４６万円

　◎非常用自家発電設備の整備（５億８，４３２万円）

　　　停電時でも安定して水道水をお届けできるよう，令和

　　元年度から令和２年度までの２年間をかけて，石狩川浄

　　水場に非常用自家発電設備を整備しました。　　

　　　また，同様の設備を忠別川浄水場にも整備するため，

　　実施設計を行いました。令和３年度に完成予定です。

　　・石狩川浄水場非常用自家発電設備工事　　５億７，４３１万円

　　・忠別川浄水場非常用自家発電設備実施設計等　１，００１万円

　◎高砂台調整池の建替（１，３４５万円）

　　　高砂台周辺の地域に水道水を供給する調整池（配水施設）を新しく建て替えるため，

　　令和２年度に実施設計を行いました。令和５年度に完成予定です。
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令和２年度末配水管延長

２，２７３ｋｍのうち，

耐用年数を経過した延長は

４５９ｋｍあります。
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(1) 下水は，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種類があります。

　　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，総延長が１，５８０キロ

　メートルに及ぶ下水管（汚水管）を通り下水処理センターに集まってきます。

　　集まった汚水は，砂やごみを除いた後，微生物の力を借りて水と泥に分け，分けられた水は消

　毒してから石狩川に戻します。

　　泥は，ガスを発生させた後，焼却し，灰の一部はセメント原料として利用し，残りは埋立処分　　　

　しています。発生させたガスは，施設の暖房用ボイラーと発電の燃料として再利用しています。

        また，汚水は，近隣の鷹栖町，東神楽町，当麻町，比布町，東川町からも集められ，共同処理

　しています。

　　そのほか，農業集落排水施設として，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。

　　雨水とは，「空から降った雨や雪解け水」のことで，長さ３４４キロメートルの下水管（雨水

　管）を通して川に流します。

　　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。

３　下水道事業（公共下水道事業・農業集落排水事業）

１６万２,３４５戸

１年間で３,９８９万㎥

（１日当たり１０万９,３００㎥）

の汚水をきれいな水にして

川に戻しました

汚水管の総延長 １,５８６キロメートル

雨水管の総延長

３４４キロメートル

下水処理センター

家庭・店舗

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，

旭川から青森までに

直線距離なら，

旭川から熊本までに 千代ヶ岡農業集落排水処理センター

うち，公共下水道事業 １,５８０キロメートル

農業集落排水事業 6キロメートル
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３　下水道事業

(2) 令和２年度の下水道事業の決算は？

収　収入

益　  ①

的　支出

収　  ②

支   ①-②

資　収入

本　  ③

的　支出

収　  ④

支   ③-④

　※　予算額には，当初予算額のほか，補正予算額，前年度繰越額を含んでいます。

　※　上の表は，税込金額で表示しています。

　　令和２年度の下水道事業では，下水を処理するために，下水道施設の維持管理などで，８６億

　９，６５０万円を支出しました（収益的支出）。

　　また，老朽化した下水処理センター施設の更新や下水管の整備などの建設改良費等で，６４億

　５，９１８万円を支出しました（資本的支出）。

　　これらの収支の詳しい内訳は，次ページ以降で説明します。

　　　収益的支出の中に「減価償却費」という費用があります。「これは一体なんなの？」と思われる方も

　　いるのではないでしょうか。

　　　建物や設備などの資産は年数が経つと古くなり，その分だけ資産価値が減少します。

　　　減価償却費は，簡単に言うと，その資産価値が減少した分を費用として捉えるものです。

　　　では，なぜこのようにするのでしょうか？　例えば，耐用年数が５年の公共施設を１億円で建設した

　　とします。これを建設した年度に全て費用として整理するとどうでしょうか？

　　　右の図のように，建設年度に

　　全て費用化してしまうと，その

　　年度の人たちで大きな負担を背

　　負うことになります。

　　　水道や下水道の施設は大規模

　　であり，かつ耐用年数も４０年，

　　５０年と，長く使い続けること

　　ができるものです。

　　　費用(コスト)の平準化や世代間の負担の公平の観点からも，耐用年数に応じた減価償却費によって，

　　コストを適正に料金などに反映し，施設を維持する仕組みになっています。

△34億5,858万円 △33億2,865万円 － －

62億4,830万円 31億3,053万円 － △31億1,777万円

97億  688万円 64億5,918万円 30億2,392万円 △2億2,378万円

88億9,224万円 86億9,650万円 － △1億9,574万円

4億6,726万円 4億8,340万円 － －

93億5,950万円 91億7,990万円 － △1億7,960万円

予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 翌年度繰越額（Ｃ） 差（Ｂ＋Ｃ－Ａ）

1億円

2,000万円

2,000万円

2,000万円

2,000万円

2,000万円 2,000万円 2,000万円 2,000万円 2,000万円 2,000万円

建設年度 翌1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

耐用年数に応じて費用化

減価償却費のイメージ

コ ラ ム 「減価償却費」とは？
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３　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？

　　収益的収支では，下水を処理するために，下水道施設の維持管理や運転などを行っています。

　　これらの経費の多くは，皆様にご負担いただいている下水道使用料で賄われています。

●下水道使用料   　●物件費　  25億1,647万円

53億5,919万円   　　・管渠費    4億3,666万円

  　　　　下水管の点検や修繕費

●負担金・補助金   　　　　など

  8億1,636万円   　　・処理場費

　雨水処理の維持管理費など，   　　　　　　  13億4,742万円

　一般会計が費用負担する分   　　　　下水処理センターなどの

　の収入   　　　　維持管理費や汚水を処理

  　　　　した後に出る泥の処分費

●長期前受金戻入   　　　　など

22億2,619万円   　　・ポンプ場費

　施設の整備時に収入してい   　　　　　　　 1億4,811万円

　た補助金等を施設の耐用年   　　　　下水処理センターや川に

　数などに合わせて収益化し   　　　　下水を送るポンプの電気

　たもの   　　　　代，修繕費など

  　　・業務費・総係費

●その他の収益   　　　　　　　 5億8,428万円

  2億4,310万円   　　　　料金の請求・収納など事

　他町が負担する下水処理費   　　　　業運営に係わる事務経費

　などの収入   　　　

  　●職員給与費 5億1,781万円

  　●減価償却費・資産減耗費

  　　　　　　  47億4,912万円

  　　　施設の耐用年数や除却等に

  　　　より資産価値の減少分を費

  　　　用化したもの

  　●支払利息　 4億4,559万円

  　　　借入金の返済利子

  　●その他の費用   4,489万円

その他の費用

支払利息

減価償却費・

資産減耗費

職員給与費

物件費

その他の収益

長期前受金戻入

負担金・補助金

下水道使用料

収 入 86億4,484万円 支 出 82億7,388万円

収入 － 支出

（税抜）

この純利益は，企業債（施設の更新等で借り入れるお金）

の返済のために積み立てておく減債積立金として，その全額

を積み立てました。

当年度純利益

3億7,096万円
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３　下水道事業

　　下水道施設は，総延長 1,930キロメートルに及ぶ下水管と，汚水をきれいにする下水処理セン

　ターなどで構成する大規模な施設です。資本的収支では，下水道施設の建設改良を行っています｡

●企業債　17億7,670万円   　●企業債償還金

　施設を整備するなどのた   　　　　　　 37億1,847万円

　めの借入金   　　　借入金の返済元金

●国庫補助金   　●建設改良費

10億2,210万円   　　　　　　 27億4,071万円

　施設を整備するための国   　　・下水管 11億1,074万円

　からの補助金   　　　下水管を3.4㎞整備

●工事負担金   　　　　(更新2.5㎞，新設0.9㎞)

  1億   177万円   　　・処理場施設

　下水管の移設工事等に対   　　　　　　 13億1,245万円

　する関係機関等からの負  　　　下水処理センターの汚泥

　担金  　　　焼却炉などの更新

●他会計補助金   　　・ポンプ場施設

  1億3,379万円   　　　　　　　　  9,218万円

　企業債の返済に対する一  　　　市内各所のマンホールポ

　般会計からの補助金  　　　ンプなどを更新

  　　・職員給与費

●その他の収入   　　　　　　   1億2,281万円

　　9,617万円   　　・その他事務費など

　施設を整備するための受   　　　　　　   1億   253万円

　益者や他町からの負担金  　　　工事の設計費など

(4) 下水を集め処理するための施設の整備に，どれだけお金がかかったの？

建設改良費

企業債償還金

その他の収入

他会計補助金
工事負担金

国庫補助金

企業債

収 入 31億3,053万円 支 出 64億5,918万円

この結果，残りの内部留保資金 2億9,932万円を翌年度に繰り越しました。

（税込）

資本的収支(不足)

△33億2,865万円

この不足額は，昨年度の純利益で積み立てていた減債積立金

7億3,793万円と，減価償却費などで企業内に蓄えた内部留保

資金(損益勘定留保資金等) 28億9,009万円で賄いました。

資本的収入のうち，

5万円を繰越工事資金

(後年度の建設改良費

の財源)として，内部

留保しました。

収入 － 支出

繰越工事資金

5万円を除く｡

13



３　下水道事業

(5) 下水道事業の経営状況はどうなの？

　　下水道の普及を表すトイレの水洗化人口は年々減少しており，水道料金と同様に，下水道使用

　料は減少傾向にあります。

　　令和２年度の下水道使用料は５３億６千万円で，１０年前と比較すると，３億６千万円の減と

　なっています。

　　年度末資金残高は，建設改良費や企業債返済などの財源とするなど，経営を行う上で欠くこと

　のできない事業資金のことで，一般には内部留保資金とも呼ばれています。

　　令和２年度末の残高は６億７千万円で，中期財政計画で見込んだ６億１千万円よりも６千万円

　の増となりました。

　　下水道事業も水道事業と同様に，令和４年度以降，資金の不足（枯渇）が見込まれますが，過

　去に借り入れた企業債の返済が徐々に終了していくため，資金の回復に向け，引き続き経費の節

　減などに取り組んでいく予定です。

　【参考】令和２年度末資金残高 6億7,033万円 ＝ 当年度純利益 3億7,096万円＋繰越工事資金 5万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋翌年度繰越の内部留保資金 2億9,932万円

　　令和２年度末の企業債残高は３０３億円で，１０年前よりも２６２億円の減となっています。
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万人 億円

億円

（税抜）

トイレの水洗化人口と下水道使用料の推移
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３　下水道事業

　　物件費は，物価や労務単価の上昇等により増加傾向にあります。

　　今後，下水管や下水処理センターなど施設の老朽化が進むと，点検費や修繕費など維持管理費

　の増加も想定されますので，より一層の経営の効率化に取り組んでいきます。

　　水道事業と同様に，人員の削減や業務の見直しを進めたことなどにより，職員給与費の削減に

　取り組んできましたが，令和２年度は，組織の機構改革等に伴い，将来の退職給付に備えるため

　の積立額（引当金）が前年度より約９千万円増となったため，増加しました。

　◎下水管の整備（１０億９，７３１万円）

　　　大町地区などの汚水管や，永山地区などの雨水管を新たに０．９ｋｍ整備し，緑が丘地区や　

　　や東光地区などの古くなった汚水管２．５ｋｍを更新しました。

　　・汚水管の整備　　２．７ｋｍ　　４億１，０４０万円　

　　　　うち　新設　　０．２ｋｍ　　　　１，９０５万円　

　　　　　　　更新　　２．５ｋｍ　　３憶９，１３５万円　　　

　　・雨水管の新設　　０．７ｋｍ　　５億６，３５８万円　など

　◎下水処理センター施設の更新（１２億２，５５０万円）

　　　下水処理センターに集まった汚水を処理する際に

　　発生する汚泥を焼却する施設のうち，設備の老朽化　　　

　　や環境性能の向上のため，１号汚泥焼却施設の更新

　　を進めました。令和４年度に完成予定です。
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（税抜）

維持管理費（物件費）の状況

建設改良費の状況

建設中の１号汚泥焼却施設

（税抜）

人件費（職員給与費）の状況
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維持管理部門（収益的支出）

建設部門（資本的支出）

億円

（税抜）

物件費：管渠費，処理場費，ポンプ場費，業務費，総係費の合計
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〒070-8541
旭川市上常盤町１丁目

TEL 0166-24-3170（課直通）

FAX 0166-25-9500

旭川市水道局お客様センター

☎(0166)２４－３１６３

水道・下水道のお問い合わせは

営業時間：午前８時４５分～午後５時１５分
（土日・祝日はお休みとさせていただきます）


