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１．事業概要 

（１）事業の現況 

①施設 

ア 供用開始年度・供用開始後年数・処理区域内人口密度・処理場数は下の表のとおりです。 

（R2.3.31現在の数値） 

○特定環境保全公共下水道[1] 

処理区 供用開始年度 供用開始後年数 
処理区域内 

人口密度 
処理場数 

牛窓処理区 平成 19年度 13年 25.6人/ha 1 

邑久処理区 平成 21年度 11年 41.1人/ha 1 

長船中央 

処 理 区 

長船分区 平成 2年度 30年 31.9人/ha － 

長船中央分区 平成 21年度 11年 42.8人/ha 1 

 

○農業集落排水事業[2] 

処理区 供用開始年度 供用開始後年数 
処理区域内 

人口密度 
処理場数 

千手処理区 平成 13年度 19年 28.5人/ha 1 

東須恵処理区 平成 10年度 22年 19.5人/ha － 

西須恵処理区 平成 17年度 15年 35.2人/ha 1 

磯上処理区 平成 19年度 13年 33.5人/ha 1 

美和・牛文処理区 平成 21年度 11年 39.8人/ha 1 

尻海処理区 平成 21年度 11年 26.1人/ha － 

 

○漁業集落排水事業[3] 

処理区 供用開始年度 供用開始後年数 
処理区域内 

人口密度 
処理場数 

西脇・子父雁処理区 平成 11年度 21年 60.0人/ha 1 

 

イ 法適（全部適用・一部適用）非適[4]の区分 ： 法適（一部適用） 

 

ウ 流域下水道等への接続の有無 ： 無 

 

エ 広域化・共同化・最適化実施状況 

    本市においては、市域をまたぐ広域化・共同化・最適化は行っていません。 

本市単独では、処理区間の管路接続による浄化センター[5]の廃止等を次のとおり実施しました。 

○特定環境保全公共下水道事業 

     長船中央処理区長船分区について、平成 27 年 3 月に同処理区長船中央分区に接続し、汚水

処理を長船中央浄化センターで行うことにより、長船浄化センターを廃止しました。 
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○農業集落排水事業 

     東須恵処理区について、平成 22年 3月に美和・牛文処理区に接続し、汚水処理を美和・牛文

浄化センターで行うことにより、東須恵浄化センターを廃止しました。 

     尻海処理区について、当初より独自の処理施設を建設せず、特定環境保全公共下水道牛窓処

理区に接続し、汚水処理は牛窓浄化センターで行っています。 

 

②使用料 

  下水道使用料は、水道使用水量に応じ、下に示す使用料体系により算出されます。 

  井戸水等、水道水以外の水を使用している場合は、認定水量を設定して対応しています。 

 

下水道使用料体系表（1ヶ月あたり）                      （消費税 10％込） 

 

基本料金 超過料金（1㎥につき） 

6㎥まで 

（公会堂は 2㎥） 

7㎥ 

～20㎥まで 

21㎥ 

～50㎥まで 

51㎥ 

～100㎥まで 
101㎥～ 

一般家庭 

事 業 所 
1,210円 192.5円 214.5円 231 円 286円 

公会堂等 451円 225.5円 

 

水道水以外の水を使用している場合の使用水量の認定方法（1ヶ月あたり） 

水道水以外の水を使用している

場合 

3 人までの場合、1 ヶ月 1 人あたり 7 ㎥、4 人以上の場合 1 ヶ月 1

人あたり 6㎥使用したものとする。 

1 人世帯は 7 ㎥、2 人世帯は 14 ㎥、3 人世帯は 21 ㎥、4 人世帯は

24㎥となる。 

1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 

7㎥ 14㎥ 21 ㎥ 24㎥ 

水道水と水道水以外の水を併用

している場合 

上記の 2 分の 1 使用したものとする。ただし、小数点以下の水量

については四捨五入する。 

1人世帯 水道使用水量 ＋ 4㎥ 

2人世帯 水道使用水量 ＋ 7㎥ 

3人世帯 水道使用水量 ＋ 11㎥ 

4人世帯 水道使用水量 ＋ 12㎥ 

 

20 ㎥あたりの使用料                              （消費税込） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

条例上の使用料 3,834円 3,834円 3,905円 

実質的な使用料[6] 4,144円 4,144円 4,160円 

平成 26年 1月料金改定実施。 

平成 26年 4月消費税率改定（5％→8％）  令和元年 10月消費税率改定（8％→10％）。 

2 



 

 

③組織 

○職員数 

    正職員：13人（内育休者 2人） 会計年度任用職員：4人  計 17人（内育休者 2人） 

 

○事業運営組織 

          業務係・・・総務、下水道使用料、受益者分担金、指定工事店等に関すること 

下水道課  施設係・・・施設維持管理、宅内排水設備等に関すること 

          工務係・・・建設改良等に関すること 

 

（２）民間活力の活用等 

○民間活用の状況 

ア 民間委託 

     現在、各浄化センターの運転管理・マンホールポンプ場[7]の点検については、浄化センター

毎または処理区毎に民間に委託しています。その他の施設維持管理に関する業務については、

業務毎に個別に契約し、各施設の運転管理業者あるいは専門業者に委託しています。 

なお、薬品・消耗品類の購入、修繕の手配等は下水道課が直接行っています。 

 

イ 指定管理者制度 

 指定管理者制度については、使用料収入の取り扱い・指定管理料の算出・指定管理者と市の

役割分担等、慎重に検討すべき課題が多いことから、現在、下水道課所管の施設においては導

入していません。 

 

ウ PPP[8]・PFI [9] 

     資本的収支部門では特定環境保全公共下水道エリアにおける管渠布設工事・受贈資産である

団地内下水道管渠の管更生、収益的収支部門では設備機器の更新修繕が大きな支出を伴う事業

の中心であるため、設計・施工・運営・維持管理までを一括して民間業者が請負う PFI事業と

して実施するに適したものはなく、導入していません。 

 

○資産活用の状況 

ア エネルギー利用 

 下水道の持つエネルギー利用の分野では、熱交換器[10]とヒートポンプ[11]を介しての下水熱

の空調等への利用や、汚泥から消化ガス[12]を回収し、燃料として発電等に利用することが実

用化されています。 

しかし、まだ発展途上の技術であることと、新規に施設設備の建設・設置が必要であること

から、本市においては導入していません。 

 

イ 土地・施設等利用 

 本市においては、特定環境保全公共下水道事業の各浄化センターに将来の処理施設増設用の

土地が確保されていますが、まだ管渠整備の途上ということもあり、現在の供用開始エリアの

汚水は既存の設備のみで処理可能であるため、処理施設増設用地は未利用のままになっている
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状態です。 

     邑久浄化センターの増設用地については、現在市教育委員会に無償で貸出し、生涯スポーツ

の推進に有効に活用されています。 

     また、環境省・一般社団法人環境技術普及促進協会の「公共施設等先進的 CO2排出削減対策

モデル事業」[13]を活用し、平成 29年度に旧長船浄化センター内の増設用地に太陽光発電パネ

ルを設置しました。 

 

（３）経営比較分析表を活用した現状分析 

 

    特定環境保全公共下水道事業：別紙 1のとおり 

    農業集落排水事業：別紙 2のとおり 

    漁業集落排水事業：別紙 3のとおり 

 

 

２．経営の基本方針 

○下水道の整備を進めます 

本市ではこれまで下水道整備を推進してきましたが、下水道普及率は令和 2 年 3 月 31 日現在で

43.2％と、岡山県内のみならず、全国的に見ても低い水準となっています。今後も岡山県のクリー

ンライフ 100構想[14]・本市の公共下水道全体計画に基づき、より効率的に下水道整備を進めます。 

 

○水洗化の普及を促進します 

下水道供用開始区域の水洗化率は、令和 2 年 3 月 31 日現在で 78.1％となっています。健全な下

水道事業経営には接続率の向上に伴う使用料収入の確保は重要な要素であるため、供用開始後の早

期接続に向け、下水道事業の説明会・施設見学・広報紙・ホームページ等を通じ、PR活動を行いま

す。 

また、供用開始後 3年が経過したにもかかわらず未接続である受益者に対しては、文書・チラシ

を直接送付する等、早期接続の依頼を行います。 

 

 〇災害に強い施設整備を進めます 

   自然災害への対策については、防災面と減災面を総合的に考えることが重要であり、本市におい

ても「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法[15]」に

基づく国土強靭化地域計画[16]の策定に向けた準備がなされています。 

近年は地震・津波によるもののほか、台風による大雨等の自然災害により、全国で下水道の施設・

設備機器が破損や水没により機能を失う事例が発生していることを受け、下水道課においても、地

震・津波に対しては下水道総合地震対策計画[17]として、重要な施設の耐震化の計画（防災）及び下

水道 BCP[18]の整備・見直し（減災）を継続して行います。 

また、今後については、水害の際に処理施設の浸水を防ぐことを目的とした耐水化計画[19]を令

和３年度中に策定することが求められており、下水道 BCPには従来の地震・津波に加え、河川の氾

濫等による処理施設の浸水対策を加えた見直しを行っています。 

   その他、コロナウイルス等による感染症に対する備えも重要性を増しています。職員の健康管理
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や、消毒・換気等の感染予防対策を徹底すると同時に、感染リスクの低減のため、事務所機能の分

散等も検討します。 

 

○適正な施設管理を進めます 

市内各浄化センターでは汚水を適正に処理し、常に計画放流水質値内の処理水を放流するため、

定期的な設備機器の点検や流入・放流水質の検査を行い、設備機器の故障や異常発生の兆候を早期

に捉え、予防修繕等の対策を取ることにより、適正な施設維持管理を進めます。 

また、汚水を適正に処理するために定期的な管渠の清掃や補修を行うとともに、各種台帳システ

ムや DX[20]を活用し、管渠及び排水設備の維持管理の効率化・迅速化を進めます。 

 

○健全財政と経営の適正化を進めます 

下水道事業を進めるためには多額の経費を要します。限られた財源を効率的に活用するため、長

期的展望に立った財政計画のもとに、事業計画の見直しや更なるコスト削減を図り、より効率的に

事業を進めます。 

また、企業会計として、使用料収入は経営健全化のために重要な要素です。平成 26 年 1 月に使

用料の改定を実施したところですが、将来必ず発生する施設設備の更新や管更生の財源確保の問題

や、維持管理コストと使用料収入の推移に注意しつつ、今後も継続して使用料の適正化についての

調査・研究を行います。 

 

 

３．投資・財政計画（収支計画） 

（１）投資・財政計画（収支計画） 

○特定環境保全公共下水道事業 

   収益的収支：別紙 4－1のとおり 

      資本的収支：別紙 4－2のとおり 

   

○農業集落排水事業 

 収益的収支：別紙 5－1のとおり 

      資本的収支：別紙 5－2のとおり 

 

○漁業集落排水事業 

      収益的収支：別紙 5－1のとおり 

      資本的収支：別紙 6－2のとおり 

 

（２）投資・財政計画（収支計画）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 

○特定環境保全公共下水道事業 

牛窓処理区、邑久処理区及び長船中央処理区長船中央分区においては、順次管渠整備を進め、

供用開始済エリアの拡大に努めます。供用開始済エリアは、令和 11年度までの 10年間で約 110ha

拡大する見込みです。 
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    また、本経営戦略の計画期間内において、受贈資産[21]として既存の下水道施設を引き継いだ

団地について、管渠が耐用年数を迎えます。各団地内の管更生[22]に向け、平成 29年度に長寿命

化設計を実施し、点検・調査・詳細設計を経て、令和 2年度～令和 5年度に管更生の工事を実施

する予定です。管更生を行う管渠は、総延長約 4㎞の予定です。 

    管更生は、老朽化した管渠の継ぎ目等から浸入する雨水・地下水等の下水道への流入を防ぐ効

果も期待されます。これらは不明水[23]と呼ばれ、浄化センターの処理の効率を低下させ、汚水処

理コストの増加を招くものであるため、管更生は管渠陥没等の事故防止のみならず、施設維持管

理費の節減にも効果を発揮することが期待されます。また、上記団地内及び長船分区においては

蓋の取替を行います。旧式の蓋にはロック機能がなく、蓋が外れる危険性があるため、ロック機

能を有する新式の蓋と取替える予定です。令和 2年度より受贈資産である団地内の取替工事を実

施し、令和 4年度から長船中央処理区長船分区内の蓋取替を随時行う予定です。 

 

○農業集落排水事業 

  供用開始から 15年が経過する千手処理区及び西須恵処理区、また広範囲で真空式下水道シス 

テム[24]を採用している尻海処理区の機械の整備時期にあたることから、平成 30年度に機能診断 

調査を行い、最適整備構想を策定しました。今後、令和 3年度に詳細設計業務、令和 4年度から 

令和 5年度にかけて設備機器の改修工事を行う予定です。 

令和 6年度には、磯上処理区、美和・牛文処理区の機能診断調査を行い、最適整備構想の見直 

しを行い、その後、詳細設計、改修工事を予定しています。これらの機能診断、最適整備構想、 

詳細設計、改修工事には、農山漁村地域整備交付金の補助事業を活用します。 

 

○漁業集落排水事業 

漁業集落排水事業では、平成 25年度に機能診断、保全計画を策定し、平成 27年度から 2ヵ年

の計画で設備機器の改修工事を実施しました。平成 27 年度は主にマンホールポンプ設備、平成

28年度は主に西脇・子父雁浄化センターの設備機器を中心に改修工事を行いました。 

こちらも機能診断、保全計画、詳細設計、改修工事には、農山漁村地域整備交付金を活用しま

した。 

     

②収支計画のうち財源についての説明 

○国庫補助金等 

    資本的収支部門の財源については、国庫補助金を最大限活用し、残りは下水道事業債と受益者

分担金を充て、工事を行っています。起債の元金償還に関しては、一般会計繰入金によるもので

す。 

    また、管渠整備の途上である特定環境保全公共下水道事業では、資本費平準化債を活用するこ

とで、下水道整備事業への負担について世代間で格差が生じないよう起債元利償還の平準化を図

ります。 

 

  ○使用料 

    総務・維持管理等、収益的収支部門の財源については下水道使用料を充てていますが、不足分

は一般会計繰入金に頼る状況です。汚水処理に係る経費は、本来その処理施設の受益者が納入し

6 



 

 

た使用料で負担すべきものであるため、不足分に充てるための一般会計繰入金は削減しなければ

なりません。 

    令和元年度における経費（職員人件費を除く事務費と汚水処理施設の維持管理の費用）のみに

ついて見た場合、特定環境保全公共下水道事業については経費 166,494千円に対し、使用料収入

181,288 千円と、使用料収入で賄えるようになっています。現在も管渠整備の途上であるため、

供用開始エリアが工事により拡大する間は新規接続により、年 3％程度の増収を見込んでいます。 

    一方、農業集落排水事業では、経費 74,728千円に対し、使用料収入 39,135千円、漁業集落排

水事業では、経費 13,391千円に対し、使用料収入 4,028千円と、大幅な赤字となっています。 

農業集落排水事業では、今後もある程度は新規接続が見込めますが、処理区内人口自体は減少

傾向であり、使用料収入は今後年 0.5％程度の減収になると見込んでいます。また、漁業集落排

水事業は元々の接続率が高く、新規接続による増収は見込めません。処理区内人口も減少傾向に

あるため、使用料収入は今後年 0.7％の減収となると見込んでいます。 

最近は節水型トイレ等の節水器具の普及もあり、下水道事業全体として節水傾向（有収水量の

減少）にも注意すべきです。 

    本経営戦略計画期間中においては継続してコスト削減を第一目標とし、将来的には使用料改定

も視野に、維持管理費の赤字幅削減のため有効な手法の調査・研究を継続して行う必要がありま

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 

    本経営戦略においては、現在の人員配置のまま人事異動が無いものとして試算しているため、

年次昇給による職員給与費の年 2％の増加を見込んでいます。しかし、実際には人事異動による

配置転換と昇格、公官庁と民間企業との格差是正を目的とした人事院勧告による給与の増減等が

発生するため、試算した金額からの変動が予想されます。 

 

○動力費 

動力費は、主に浄化センターやマンホールポンプ場を稼働させるための電気代であり、2％の増

加を見込んでいます。これは汚水処理量の増加による設備機器の運転時間の増加やマンホールポ

ンプ施設の新設はもちろん、設備機器の経年劣化による運転効率の低下でも若干増加します。 

 

○薬品費 

    浄化センターでは、汚水からりんを除去し、汚泥を沈殿しやすくするポリ硫酸第二鉄（ポリ鉄）

[25]や、ポリ塩化アルミニウム（PAC）[26]といった無機系凝集剤、汚泥を脱水する際に使用するカ

チオン系高分子凝集剤[27]、日々の運転管理のための簡易水質検査用試薬等、様々な薬品を使用

します。そのため、汚水処理量の増加に伴い、薬品の使用量・薬品費も増加する傾向にあり、年

2％の増加を見込んでいます。 

    薬品類の購入には、毎年入札を実施し、より安価な納入業者を決定しています。また、浄化セ

ンター内に大型貯蔵タンクを有するポリ鉄や PACについては、タンクローリーによる大量輸送で

複数施設分を一括購入する等、輸送コストを抑えることにより購入単価をより低価格に抑える努

力をしています。 
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○修繕費 

    修繕費については、計画的に行う耐用年数を迎える設備機器の更新修繕・部品交換のための予

算のほか、下水道は重要なライフラインの１つであるため、汚水処理に支障が出ないよう、突発

的な故障に即応するための予算も確保しておく必要があります。 

    本経営戦略期間中では、令和 8年度にかけて、特定環境保全公共下水道の各浄化センター及び

長船中央処理区長船分区の管渠において、順次設備機器の更新修繕を実施する計画です。 

    なお、これらの更新修繕・部品交換にあたっては、安価で高い耐久性・信頼性を有し、より高

効率・高性能な設備機器・部品を選択することはもちろん、特に設備機器を交換する際には、放

流水質に影響しないことが条件となりますが、その方式等についてもコストを抑えられるものへ

の転換を図る等、将来の維持管理コスト削減も意識して実施する計画です。 

 

○委託費 

収益的収支部門において、事務処理や施設の維持管理に必要な様々な業務を民間業者に委託し

ていますが、委託費を算出するための労務単価等の積算単価が年々増額傾向にあり、本経営戦略

計画期間中は年 2％の増加と試算しています。 

 

○その他 

 営業費用[28]部分の内、事務費については、年度毎に金額の差が出にくい部分であり、大幅な増

加は見込んでいません。それ以外では、比較的金額が大きなものとして、集落排水事業における

汚泥引抜の手数料があります。 

 営業外費用[29]部分については、起債利息、消費税となっています。 

起債利息について、特定環境保全公共下水道事業においては管渠整備が継続しており、今後も

起債新規借り入れに伴い、利息を支払う額は増加すると試算します。一方の農業集落排水事業・

漁業集落排水事業では、起債の新規借り入れは施設改修工事を行う年度のみであり、借入額も比

較的少ないため、一時的な増加こそあれ、徐々に減少する見込みです。 

消費税については、特定環境保全公共下水道事業では事業が継続中であり、起債元利償還のた

めに使途を限定する基準内繰入金[30]の額が大きく、使用料収入により維持管理費をほぼ賄うこ

とが可能であることにより還付となる見込みです。農業集落排水事業及び漁業集落排水事業では

維持管理費の不足を補う基準外繰入金[31]の割合が多いため納付となる見込みですが、確定申告

は 3つの事業を合算し、下水道事業としての申告となるため、全体として還付となる見込みです。 

 

（３）投資・財政計画（収支計画）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 

    市域をまたぐ広域化・共同化・最適化については、令和 4年度の都道府県単位の「広域化・共

同化計画」策定に向け、現在は岡山県を中心に県下の自治体間での意見交換・調査研究を行って

います。 

    本市単独での広域化・共同化・最適化については、今後特定環境保全公共下水道事業の管渠整

備が処理区の境界付近まで進むことが前提となりますが、隣接する農業集落排水事業処理区との

接続が有利であると考えられます。 
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 一方、立地条件から他の処理区への接続工事費や、その後の維持管理費が高コストとなること

が予想され、施設統廃合の実現が難しい処理区については、浄化センターの規模縮小が検討の対

象になると考えます。日々の汚水処理水量の動向を記録・分析し、浄化センターが法定耐用年数

に達する際に必要となる大規模な更新では、実際の汚水処理水量に見合った処理能力にすること

が求められます。 

 令和 2年度に下水処理場統廃合検討業務を行い、現状の管渠整備時点における統廃合の有利・

不利の検討を行い、早期に統廃合したほうが有利な場合には、早急に統廃合の準備を進めます。 

 

○投資の平準化に関する事項 

    本経営戦略計画期間中において、管渠整備・管更生等の工事については、支出の平準化を行っ

ています。 

一方で、下水道事業として整備された管渠の内、最も古い長船中央処理区長船分区の管渠は 20

年後に法定耐用年数の 50 年目を迎えます。その後も古い管渠から法定耐用年数を迎え、順次管

更生を行う必要があります。 

管渠のみならず、各浄化センターの施設設備も同様に、耐用年数を迎えた場合は大規模な補修・

更新が必要となりますが、これらには建設にかかった額と同程度の資金が必要となると予想され、

単年度に補修・更新・管更生が集中した場合の財政負担は膨大なものとなり、本市の財政政策に

与える影響は計り知れません。 

    この将来必ず発生する膨大な財政負担を平準化するため、本市においても平成 29 年度にスト

ックマネジメント[32]を導入しました。これにより、資産の劣化の状況等をあらかじめ把握して

優先順位を定め、必要な箇所を優先して補修・更新・管更生を行う一方、軽微な措置で強度を維

持できる箇所は小規模修繕により耐用年数を伸ばす、また劣化が見られず十分な強度を維持して

いる箇所は経過観察しつつ修繕を先延ばしする等、単年度に多額の財政負担が集中しないように

しています。 

 

○民間活力の活用に関する事項 

    投資に関する委託業務については、詳細設計・測量・工事前後の家屋調査が主なものとなりま

す。現在実施している工事についても、特定環境保全公共下水道事業における管渠整備工事が主

であり、PFI等民間活力の活用には不向きであると考えます。 

    ただし、例えば下水道エネルギーの活用等、経験したことがない、行政のみでは実現が難しい

新規事業に取り組む場合、民間の持つ優れた知識・技術を活用できる点において、PFI は有力な

選択肢となるため、他の自治体における先進事例の調査・研究を継続して行います。 

 

②今後の財源についての考え方・検討状況 

○使用料見直しに関する事項 

    特定環境保全公共下水道においては、使用料収入で施設の維持管理費を賄える状態になりつつ

ありますが、農業集落排水事業・漁業集落排水事業では大幅な赤字となり、一般会計繰入金によ

って収支の不足額を補填している状況です。平成 26 年 1 月に使用料を増額改定しましたが、今

後も使用料の適正化に向け、本市の下水道事業審議会にも諮りつつ、定期的な分析・算定基準の

見直しを行わなければならないと考えます。 
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    収支不足の解消のための一般会計繰入金については、本来汚水処理は受益者負担で行うべきで

あるため、使用料の見直しによらずとも、できる限り早急に削減すべきものです。 

    早期に赤字幅を縮めるため、議論に長期間を要する使用料改定のみに注目するのではなく、効

率的な運転管理の方法の研究・費用対効果を考慮した計画的な修繕の実施・民間委託の活用等に

より、経費節減に努めます。 

将来下水道使用料改定をする際に市民の皆様にご理解とご協力をいただくためには、まずは下

水道事業自らの努力により実現できる“節約”から実施すべきと考えています。 

 

○資産活用による収入増加の取組について 

市を挙げて実施する「公共施設等先進的 CO2 排出削減対策モデル事業」により、平成 29 年度

に旧長船浄化センター内の未利用地に太陽光発電パネルが設置されました。このモデル事業の実

施要件により売電は行わず、市内公共施設において使用しています。 

太陽光発電については、補助金返還のリスクから売電はできませんが、今後他の浄化センター

の未利用地や建物の屋上に設置することで、電力会社から購入する電力を減らせることによる動

力費の削減効果が期待でき、収入増と同等の効果が得られると考えられます。 

 

○その他の取組 

未接続の受益地が接続することにより、施設維持管理費に充てるべき使用料の増収を図るため、

早期接続の働きかけを行います。 

    また、早期に接続してもらうためには、市民の下水道事業への理解が必要不可欠です。浄化セ

ンターの見学の受入・市ホームページでの汚水処理の仕組みの解説等、下水道事業の“見える化”

を積極的に推進します。 

 

③投資以外の経費についての考え方・検討状況 

○職員給与費に関する事項 

 本市の職員定員管理の方針に従い、適正な人員配置を行います。 

    また、職員の人事異動は避けられないものであり、民間委託の推進により直接業務に関わる機

会が減ることも考えられ、知識・技術の低下が懸念されます。今後も各種研修の積極的な受講に

よる人材育成、後進への指導・助言による知識・技術の継承を行い、将来にわたり職員の知識と

技術を維持することに努めます。 

 

○動力費に関する事項 

    浄化センターにおいては、今後も管路整備による供用開始エリアの拡大に伴う新規接続等によ

り、汚水処理水量の増加が見込まれ、汚水処理に必要な電力は増加することが予想されます。こ

の状況下において、設備機器の運転についてより高効率な手法の研究を行い、省エネ運転による

経費節減に努めます。 

また、「公共施設等先進的 CO2 排出削減対策モデル事業」の最適化検証が令和 2 年度から行わ

れる予定です。この検証データにより、市内各浄化センターの未利用地・施設屋上等に太陽光発

電パネルを設置した場合の動力費の削減効果の検証も可能になると思われます。 

費用対効果や反射光等周囲の環境に与える影響についても考慮すべきですが、現時点で処理区
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の統合による最適化が難しいと思われる浄化センターに優先して太陽光発電パネルを設置する

ことは、将来にわたる経費節減のための有効な手段になると考えています。 

 

○薬品費に関する事項 

 汚水処理に必要な薬品類についても、汚水処理水量増加とともに使用量が増加することが予想

されます。今後も毎年入札による単価契約を行い、複数の浄化センターで使用する薬品はまとめ

てタンクローリーで購入することにより輸送コストを抑え、より安価に購入することに努めます。 

 

○修繕費に関する事項 

 修繕には、耐用年数の経過に伴い計画的に実施するものと、突発的な故障に伴うものがありま

す。下水道は重要なライフラインの１つであり、突発的な故障については早急に対応し、汚水処

理に支障が出ないようにしなければなりません。 

    故障の兆候を早期に発見することに努め、大きな故障の発生を未然に防ぐ予防的な修繕を実施

することにより、経費節減を図ります。対応の遅れにより、早期に発見すれば部品の交換だけで

済むものが、機器全体を交換しなければならなくなったということが無いよう、日々の点検に努

めます。 

 

○委託費に関する事項 

    現在は浄化センターの運転管理のほか、施設の維持管理に必要な個々の委託業務は、施設毎あ

るいは設備機器毎に、運転管理業者又はそれぞれの専門業者に委託しています。 

薬品の一括購入等、直営で実施した方が経費節減の上で有利な点もありますが、今後は浄化セ

ンターの運転管理に加え、他の委託業務も含めた包括委託とすることを検討します。これにより、

複数業務を一本化することによる経費の節減・職員の事務負担の軽減や、運転管理業者が直接手

配することにより、必要な消耗品類の購入や故障対応の迅速化等のメリットが期待できると考え

ています。 

 

 

４．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

  本経営戦略における計画の実施状況については、適宜確認と検証を行うとともに、計画期間の中間

に当たる年度に見直しを行います。これにより、計画の策定時点で反映できなかった事項を盛り込み、

より計画の精度を高めます。 

  見直しについては、「計画策定（Plan）・実施（Do）・検証（Check）・見直し（Action）」の PDCAサイ

クルを活用し、計画と実績との比較・差が大きい場合の原因分析・事業の実施手法の見直し等を行い

ます。 
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「 用 語 解 説 」 

 

 [1] 特定環境保全公共下水道事業 

公共下水道とは、『主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管

理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除

すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう』と下水道法第 2 条第 3号に定義されてい

ます。 

この公共下水道のうち、市街化区域以外の区域において設置されるもので、自然公園法第 2条に規

定されている自然公園の区域内の水域の水質を保全するために施行されるもの・公共下水道の整備に

より生活環境の改善を図る必要がある区域において施行されるもの・処理対象人口が概ね 1000 人未

満で水質保全上特に必要な地区において施行されるものが｢特定環境保全公共下水道｣です。 

 

[2] 農業集落排水事業 

農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水等を処理する施設の整備により、農業用用排水の水

質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に資するとともに、農村の基礎的な生活環境の向上を図

るための事業です。 

 

[3] 漁業集落排水事業 

水産業の持続的発展の基盤たる役割を果たしている漁村の生活環境の改善や漁村の活性化等を推

進するため、漁業集落の生活環境の改善を図る漁業集落環境整備事業の内、衛生的な生活環境を創出

するとともに、海や川をきれいにするための事業です。 

 

[4] 法適・非適 

 ここでいう法とは、「地方公営企業法」のことで、“法適”にはこの法律を全て適用した全部適用と、

財務規程（いわゆる企業会計の部分）のみを適用した一部適用の 2つの方式があります。本市下水道

事業は、平成 28年 4月 1日から法の一部適用により、企業会計に移行しました。 

 “非適”とは、「地方公営企業法」を適用しておらず、公官庁会計（特別会計）により経理を行うも

のです。 

平成 27年 1月 27日付総務大臣通知において、平成 27年度から平成 31年度（令和元年度）の 5年

間を重点期間とし、“非適”の公営企業（特に簡易水道と下水道）は“法適”に移行するよう求められ

ており、全国の自治体で企業会計への移行が進んでいます。 

 

[5] 浄化センター 

  いわゆる“下水処理場”です。市内には、特定環境保全公共下水道事業で 3ヶ所、農業集落排水事

業で 4ヶ所、漁業集落排水事業で 1ヶ所の計 8ヶ所あります。 

  処理方法は、特定環境保全公共下水道事業では高度処理オキシデーションディッチ（OD）方式を採

用しています。農業集落排水事業では一般社団法人地域環境資源センター（JARUS）の開発した連続流

入間欠ばっ気方式、漁業集落排水事業では JARUSの回分式活性汚泥方式を採用しており、これら JARUS

型は大型の合併処理浄化槽の位置付けになっています。いずれの方式も、汚水中の汚れを微生物に分

解してもらうことにより、水をきれいな状態にしています。 
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[6] 実質的な使用料 

  条例で定める料金体系により計算した一般家庭における 20㎥あたりの使用料を「条例上の使用料」

とするのに対し、「実質的な使用料」とは、年間の総使用料収入を年間の総有収水量で割って算出した

値（使用料単価）に 20㎥をかけたものです。 

 

[7] マンホールポンプ場 

 下水道は、末端から処理場に向かって管路にわずかな下り勾配を取り、水が高い位置から低い位置

に流れる自然の力を利用しています。 

しかし、管路の整備が進み、処理場から遠く離れると、この勾配を取る余地がなくなってしまいま

す。また、場所によっては山・川・用水路等の障害物を越える必要もあります。 

マンホールの中に水中ポンプを設置し、その力で高低差や障害物を乗り越えるための施設がマンホ

ールポンプ場です。 

 

[8] PPP 

Public Private Partnership（パブリックプライベートパートナーシップ） 

公官庁と民間がパートナーを組んで事業を行うという、官民協力の形の 1つです。 

従来地方自治体が公営企業として行ってきた事業に、民間業者が事業計画の段階から参加して、設

備は公官庁が保有したまま、設備投資や運営を民間事業者に任せる民間委託等を含む手法です。 

 

[9] PFI 

Private Finance Initiative（プライベートファイナンスイニシアチブ） 

公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの

提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え方です。PFI

は PPPに含まれています。 

 

[10] 熱交換器 

保有する熱エネルギーの異なる 2 つの流体間で熱エネルギーを交換するために使用する機器です。

温度の高い物体から低い物体へ効率的に熱を移動させることで、物体の加熱や冷却を行う目的で用い

られます。 

身近なものでは、ボイラーや自動車のラジエーター、お店や工場で見かける業務用クーラーの冷却

塔等が熱交換器に当たります。 

 

[11] ヒートポンプ 

 熱媒体等を用いて低温部分から高温部分へ熱を移動させる技術で、さながら熱を汲み上げているよ

うな様子からこう呼ばれます。 

手法はいくつかありますが、主流は気体の圧縮・膨張と熱交換を組み合わせたものです。身近なも

のでは、冷蔵庫・エアコン・ヒートポンプ式給湯器（エコキュート）等がこの技術を利用しています。 

  コンプレッサーを作動させるための電力等が必要ですが、電熱線で直接加熱するより高効率で消費

電力が小さくて済み、省エネ・温室効果ガス排出抑制に有効です。 
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[12] 消化ガス 

  下水汚泥をメタン菌により嫌気性発酵させて生成する下水道由来のバイオガスです。 

 成分の約 60％がメタンガスであり、残りの大部分は二酸化炭素です。その他不純物として若干の硫

化水素・アンモニア・シロキサン（シャンプーや化粧品等に含まれるシリコンオイル由来の成分で、

消化ガス特有の不純物）が含まれています。 

 二酸化炭素やその他不純物を取り除き、先進地では都市ガスとしての供給や、処理場内で発電機や

ボイラーの燃料として使用されています。 

 

[13] 公共施設等先進的 CO2 排出削減対策モデル事業 

公共施設に再生可能エネルギーを活用したマイクログリッド・熱システムを導入し、併せて省エネ

改修等を行った上で地区を超えたエネルギー需給の最適化管理を行うことにより、地域全体で費用対

効果の高い CO2削減対策を実現する先進的モデルを確立するという環境省の事業で、一般社団法人環

境技術普及促進協会が事務を行っています。 

本市においては環境政策推進室が中心となり、平成 29 年度から太陽光発電パネル等のエネルギー

供給施設の整備や、需要側においても施設のエアコン・照明設備等を省エネ型に交換する等の事業を

実施しました。 

 

～マイクログリッド・熱システム～ 

電力会社から購入する電力等にほとんど依存せず、電力や熱等の再生可能エネルギー 供給源と

消費施設をもつ小規模なエネルギー・ネットワークのことです。例えば、太陽光発電パネルでは夜

間に発電することができない等の再生可能エネルギー毎の供給特性を補い、ネットワーク内に存在

する庁舎・学校等の施設毎のエネルギー需要特性と適合させるように情報通信技術を利用してネッ

トワーク全体を管理するのが特徴です。 

 

[14] クリーンライフ 100構想 

汚水処理施設を効率的かつ効果的に整備するため、岡山県が平成７年度に各市町村の実情に即した

計画として取りまとめたものです。 

岡山県では、平成 15年度及び平成 22年度に見直しを行いながら、この構想に基づき、下水道、集

落排水及び合併処理浄化槽等の汚水処理施設の整備を進めてきましたが、将来の少子高齢化に伴う人

口減少などの社会情勢等の変化に対応するため、平成 28年度に見直しが行われました。 

 この構想について、一般的には都道府県構想と呼ばれていますが、岡山県では最終目標として“汚

水処理施設整備 100％達成”を目指すことから、名称を「クリーンライフ 100 構想」としています。 

 

[15]強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法 

この法律は、東日本大震災を教訓に、今後発生が予想される南海トラフ地震等の大規模自然災害に

備えた国土の全域にわたる強靭な国づくりを推進することを目的に、議員立法により、平成 25 年 12

月 4日に成立し、同月 11日に公布・施行されました。 

  その基本方針として、次の７つが挙げられています。 

    １ 人命の保護が最大限図られる 

    ２ 国家及び社会雄重要な機能が致命的な障害を受けずに維持される 
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    ３ 国民の財産及び公共施設に係る被害を最小化する 

    ４ 迅速な復旧復興を可能とする 

    ５ ソフト・ハード施策の組合せによる国土強靭化推進のための体制を整備する 

６ 自助、共助、公助の適切な組合せによる取組を基本とし、特に重大性・緊急性が高い場合

は国が中核的な役割を果たす 

    ７ 実施される施策は、国民需要の変化や社会資本の老朽化等を踏まえるとともに、重点化を

図る 

 

[16]国土強靭化地域計画 

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」において、

国は基本方針等及び国が本来果たすべき役割を踏まえ、国土強靱化に関する施策の推進に関して基本

となる計画として「国土強靭化基本計画」を定めるものとされ、平成 26年度に策定され、平成 30年

度に見直しが行われています。 

「国土強靭化地域計画」とは、国の基本計画の地方版であり、各地方自治体において国の基本計画

との調和が保たれた形で定められた、その地域における国土強靱化に関する施策の推進に関して基本

となる計画を言います。 

 

～アンブレラ計画～ 

   国土強靭化基本計画及び同地域計画は、国や地方自治体が策定する諸計画を“傘下”に収め、そ

れらの基本となり、傘の頂点に位置するような計画でることから、このような形を「アンブレラ計

画」と称します。 

 

[17]下水道総合地震対策計画 

  地震への備えとして、耐震化により、浄化センター等の重要な施設の被害を防ぐ“防災”と、被災

した場合を想定し、被害を最小限に抑えることを図る“減災”両面からの総合的な地震対策です。 

 

[18]BCP 

 Business Continuity Plan（ビジネスコンティニュイティプラン） 

  業務継続計画と呼ばれます。災害等の緊急事態が発生した際、人員・物資・情報・ライフライン等

の利用できる資源に制約がある状況下で、被害を最小限に抑え、業務の継続と復旧を図るための計画

のことです。下水道事業を対象としたものが下水道 BCPです。 

 

[19]耐水化計画 

  水害発生時に浸水のリスクがあると判断された下水道施設の耐水化について、対策を取るべきと想

定される浸水深や、対策を取るべき箇所の優先順位等を明らかにした計画です。 

 

[20]DX 

 Digital transformation（デジタルトランスフォーメーション） 

  「IT（情報技術）の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念（引

用元：Wikipedia）です。管渠整備の状況・排水設備の接続の有無・設備機器更新等の様々な情報をデ
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ジタル化することで、情報分析のスピードが大幅に向上します。日々の業務の効率化や、様々な計画

を立案する際の基礎としての活用が期待されます。 

 

～「Digital transformation」の略が「DX」と表記されるのはなぜ？～  

   英語圏においては、「transformation」の“trans”の部分を“X”と略すことが一般的なのだそう

です。 

 

[21] 受贈資産 

  法人に対し、他の法人又は個人から贈与（又は低額譲渡）された資産のことで、本経営戦略におい

ては、本市に贈与された既設の下水道管渠を指します。 

 

[22] 管更生 

  老朽化した管渠を掘り出すことなく漏水箇所の修復・強度の回復を行うものです。工法は何種類か

存在しますが、樹脂製の膜等により管渠の内側に新たな管渠を作るイメージです。 

  管渠の内径により施工できる限界がありますが、下水道の持つエネルギー利用のため、管更生の材

料には熱交換器の機能を内蔵したものも存在します。 

 

[23] 不明水 

 本市の下水道は分流式であるため、雨水配管の下水道への誤接続によるものや、老朽化した管渠の

継ぎ目等からの浸入する雨水・地下水等の汚水以外の水を指します。都市部に見られる合流式の下水

道については、雨水流入は想定の範囲内であるため、主に浸入する地下水を指します。 

  不明水が多いと、その分汚水処理にかかる経費が増加します。また、浄化センターの処理能力は処

理区内からの汚水処理を前提に設定されているため、特に大雨の際の雨水・地下水の浸入により、場

合によっては処理能力の限界を超えてしまう恐れもあるため、不明水対策は経費節減と浄化センター

の適正な維持管理にとって重要な要素です。 

 

[24] 真空式下水道システム 

  真空ポンプにより、公共桝等に溜まった汚水を空気とともに真空ステーションまで吸い取る方式で

す。これは掃除機やバキュームカーと同じ仕組みです。 

  その仕組みにより、多少の高低差は越えることができ、地盤の影響等で管渠を深く埋設できない場

所にも下水道を整備できる大きなメリットがあります。 

一方、その公共桝内には真空弁や、機器の異常を感知・通報する装置等、故障の原因となり得る機

械的・電気的部分が多くあり、定期的なメンテナンスや故障対応等の労力を要し、維持管理費が高コ

ストになるデメリットもあります。 

 

～自然流下方式～ 

   管渠の末端から浄化センターに向けてわずかな下り勾配を取り、水が高い所から低い所に流れる

自然の力を用いた一般的な方式です。 

   そのため、浄化センターから遠く離れた位置では管渠の勾配に限界があり、また山・川・用水路

等の高低差や障害物を越えることはできないため、本市においては要所にマンホールポンプ場を設
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置して対応しています。 

 

[25] ポリ硫酸第二鉄（ポリ鉄） 

  鉄系の無機高分子凝集剤です。水中の細かい汚れを固めて沈殿しやすくします。また、りんの除去

や下水道汚泥を脱水する際の補助等にも使用します。 

 

[26] ポリ塩化アルミニウム（PAC） 

  アルミニウム系の無機高分子凝集剤です。水中の細かい汚れを固めて沈殿しやすくします。この薬

品は、水道や工業用水の浄水から下水処理に至るまで、幅広く使用されています。 

 

[27] カチオン系高分子凝集剤 

  電気的にプラスの性質を持つ有機高分子凝集剤です。有機高分子凝集剤は、ポリ鉄等の無機高分子

凝集剤に比較して少量でも凝集効果が高く、下水道汚泥を脱水する際の補助に使用します。 

  有機高分子凝集剤には、このカチオン系のほか、電気的にマイナスの性質を持つアニオン系高分子

凝集剤や、電荷を持たないノニオン系高分子凝集剤等があります。 

 

[28] 営業費用 

  職員人件費、使用料や受益者分担金を徴収するための事務費、施設の維持管理費等、下水道事業を

管理運営するための費用です。 

 

[29] 営業外費用 

  起債や一時借入金の利息、消費税及び地方消費税等、管理運営以外の費用です。  

 

[30] 基準内繰入金 

  総務省が示す基準に沿った一般会計繰入金のことで、地方交付税措置の対象となります。下水道事

業では、起債元利償還に充てるための部分（雨水処理費・高資本費対策費・分流式下水道に要する経

費等）と、児童手当に充てるための部分が該当します。 

 

[31] 基準外繰入金 

  総務省が示す基準に当てはまらない一般会計繰入金のことで、その内容は主に維持管理費の不足分

に充てるためのものです。 

 

[32] ストックマネジメント 

 既存の施設設備（ストック）を有効活用し、長寿命化を図る体系的な手法のことです。 

下水道事業におけるストックマネジメントは、目標とする明確なサービス水準を定め、下水道施設

全体を対象に、その状態を点検・調査等によって客観的に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測

しながら、点検・調査、修繕・改築を一体的に捉えて下水道施設を計画的かつ効率的に管理するとい

うものです。 
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瀬戸内市の下水道マンホール蓋デザイン 

 

レモン 

平成 28 年度に、下水道をより身近に感じて欲しいとの思いから、市内の小・中学校

のみなさんにマンホールふたのデザインを募集しました。136 点の応募作品の中から、

長船中学校 2 年（当時）橘 夢果さんの作品が市長賞に選ばれ、このデザインを製品化

しました。 

邑久処理区 牛窓地域処理区 

尻海処理区 長船地域処理区 


