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■平成３０年度下水道事業決算状況 

 

 

【概要】 

平成 30 年度の下水道事業は、「丹波市下水道中期ビジョン」の基本理念とする

「次世代へつなぐ持続可能な下水道の再構築」を踏まえ、「事業継続性の確保」「安

全で安心なまちづくり」「地域住民との連携」の３つの基本目標のもと、老朽化に

伴う更新を要する施設設備の増加や人口減少に伴う使用料収入の減少など、事業を

取り巻く経営環境はますます厳しさを増しています。こうした中、処理施設の長寿

命化対策工事を計画的に進めながら、丹波都市計画下水道の見直しを図り、下水道

法の事業計画変更の認可を受け、維持管理費と施設更新費用の削減に向け効率的な

運転を行うための処理施設統廃合事業にも着手しました。また、近年の降雨状況に

も耐え得るポンプ場の整備を行うための設計業務に着手し、市民の安心安全に向け

た雨水事業の推進にも取り組んできました。 

また、今後の水需要の減少や世帯当たり人口の減少などに対応した下水道使用料

の料金体系を構築するため、「下水道使用料のあり方について」を下水道事業運営

審議会で議論を行ってきました。さらに、昨年度、全国公募したデザインマンホー

ル蓋の製作を行い、市内６箇所に設置してウォークラリーを開催するなど、地域住

民が下水道を身近に感じ、より一層の理解を深めていただく機会としました。 

さらには、昨年度は、７月豪雨災害において市内の６施設が被災したため、一部

国の支援を受けながら、被災施設の早期復旧を進めるとともに、下水道使用料の減

免制度を設けて被災者の支援にも取り組みました。 

今後も厳しい財政状況が見込まれるため、計画的かつ効果的な事業運営と経費削

減に努めながら、将来に向けて持続可能な下水道事業に努めてまいります。 

 

（業務量） 

本年度末における汚水処理件数は 20,192 件で、前年度 20,067 件に比べ 125

件の増加となり、水洗化人口は前年度 53,416 人から 512 人減少し、52,904 人

となっています。 

また、本年度の汚水処理水量は 6,905,536㎥で、前年度 6,833,640㎥に比べ

71,896㎥（前年度比 1.1％）増加し、有収水量は、5,712,003㎥で、前年度

5,747,354㎥に比べ 35,351㎥（前年度比△0.6％）の減少となり、有収率は

82.7％で前年度に比べ 1.4 ポイント下降しております。 

 

（収益的収支） 

本年度の収益的収支については、事業収益は、3,223,700 千円となり、前年度

に比べ△6.4％の減少となりました。この内訳は、営業収益で 1,157,278 千円（構

成比率 35.9％）、営業外収益で 2,065,850 千円（構成比率 64.1％）、特別利益
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で 572 千円（構成比率 0.02％）となっています。 

一方、事業費用は、3,189,481 千円となり、前年度に比べ△7.0％の減少とな

りました。この内訳は、営業費用で 2,656,530 千円（構成比率 83.3％）、営業外

費用で 531,744 千円（構成比率 16.7％）、特別損失で 1,207 千円（構成比率

0.04％）となっています。 

以上の結果、当年度純利益 34,219 千円を計上しました。 

 

（資本的収支） 

管渠建設費では、小川処理区（野坂）管渠整備実施設計業務、高橋（市の貝川）

下水管橋架替工事、水上川改修関連 下水道管渠本設工事（土木）、水上川改修関

連 下水道管渠本設工事（電気）、公共桝等新設工事、小川処理区（野坂）管渠整

備工事など、総額 82,625 千円（税抜）を支出しました。 

管渠改良費では、奥第１中継ポンプ場№２ポンプ更新、集中管理装置無線デジタ

ル化工事など、総額 24,085 千円（税抜）を支出しました。 

処理場建設改良費では、下水道事業計画等変更業務（由良川水系）、災害復旧工

事実施設計業務（氷上東・氷上中央）、谷川処理区統廃合実施設計業務（太田久下）、

黒井処理区統廃合実施設計業務（春日西部）、機能診断・強化業務（氷上西地区）、

氷上東浄化センター応急復旧工事【災害】、黒井浄化センター改築工事（その１）、

竹田浄化センター改築工事（その１）など、総額 110,084 千円（税抜）を支出し

ました。 

建設改良費及び固定資産購入費の支出額 217,463 千円（税抜）に対し、その財

源として、企業債 106,800 千円、他会計補助金 1,492 千円、補助金 64,212 千

円及び分担金及び負担金 16,116 千円を充当し、なお不足する額 28,843 千円に

ついては、過年度損益勘定留保資金 28,356 千円及び引継金 487 千円で補てんし

ました。 

また、企業債償還金の支出額 2,268,816 千円に対し、その財源として、企業債

879,800 千円、他会計補助金 761,703 千円及び分担金及び負担金 42,817 千

円を充当し、なお不足する額 584,496 千円については、過年度損益勘定留保資金

584,496 千円で補てんしました。 
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【収益的収支】･･･下水道施設（※１）の運転・維持管理など下水道事業の運営に要した経費と財

源 

（金額は、消費税抜き、単位は千円です。） 

項  目 平成 30年度 構成比率 

下水道事業収益 3,223,700 － 

 営業収益 1,157,278 35.9％ 

 営業外収益 2,065,850 64.08％ 

 特別利益 572 0.02％ 

下水道事業費用 3,189,481 － 

 営業費用 2,656,530 83.29％ 

 営業外費用 531,744 16.67％ 

 特別損失 1,207 0.04％ 

※１ 下水道施設とは、処理場・中継ポンプ場・下水道管渠・公共桝などをいいます。 

 

 

【資本的収支】･･･下水道施設の整備や企業債の元金償還などに要した経費と財源 

（金額は、消費税込み、単位は千円です。） 

項  目 平成 30年度 構成比率 

資本的収入 1,872,941 － 

 企業債 986,600 52.68％ 

 他会計補助金 763,195 40.75％ 

 補助金 64,212 3.43％ 

 分担金及び負担金 58,934 3.15％ 

 固定資産売却代金 0 0％ 

資本的支出 2,501,142 － 

 建設改良費 231,603 9.26％ 

 固定資産購入費 723 0.03％ 

 企業債償還金 2,268,816 90.71％ 

差引（支出－収入）  628,201 － 

 翌年度繰越額に

係る財源充当額 
0 － 

不足額 ※２ 628,201 － 

※２ 不足額は、減価償却費など現金支出が伴わない資金や引継金により補填しています。 
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【損益計算書】･･･下水道事業の経営成績を１年に区切って明らかにするため、すべての収益と

費用を示した表で、収益と費用の差額がその年度の利益、損失の額となる。  

  

（単位：千円） 

項目 平成 30年度 収益と費用に占める構成比率 

1.営業収益 1,157,278 － 

  下水道使用料 1,145,791   33.27％ 

  他会計負担金 10,231 0.3％ 

  その他営業収益 1,256 0.04％ 

2.営業費用 2,656,530 － 

  管渠費 69,729 2.15％ 

  処理場費 401,245   12.39％ 

  総係費 146,328 4.52％ 

  減価償却費 2,029,310 62.66％ 

  資産減耗費 9,918    0.31％ 

  その他営業費用 0 0.0％ 

3.営業利益（1-2） △1,499,252 － 

4.営業外収益 2,065,850 － 

  受取利息及び配当金 5,605 0.17％ 

  他会計補助金 873,829 27.11％ 

  長期前受金戻入 1,185,673 36.78％ 

  雑収益 743 0.02％ 

5.営業外費用 531,744 － 

  支払利息及び 

  企業債取扱諸費 
530,615 16.64％ 

  雑支出 1,129 0.04％ 

6.経常利益（3+4-5） 34,854 － 

7.特別利益 572 0.02％ 

8.特別損失 1,207 0.04％ 

9.純利益（6+7-8） 34,219 － 
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【貸借対照表】･･･下水道事業が所有する資産と、その資産を得るための財源（負債・資本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
（単位：千円） 

《 資 産 の 部 》 《 負 債 の 部 》 

固定資産 48,765,051 固定負債 23,302,767 

 有形固定資産 48,765,050  企業債 23,302,767 

 無形固定資産 1   引当金 0 

 投資その他資産 0 流動負債 2,558,259 

流動資産 3,048,099   一時借入金 0 

 現金預金 2,749,016  企業債 2,351,812 

  未収金 283,640   未払金 195,877 

  有価証券 0   預り金 243 

  貯蔵品 0   引当金 10,327 

  前払金 15,343  その他流動負債 0 

 その他流動資産 100 繰延収益 21,257,058 

      長期前受金 26,207,959 

      長期前受金 

収益化累計額 
△4,950,901 

  負債合計 47,118,084 

    《 資 本 の 部 》 

    資本金 4,838,497 

    剰余金 △143,431 

     資本剰余金 443 

     利益剰余金 △143,874 

    資本合計 4,695,066 

資産合計 51,813,150 負債・資本合計 51,813,150 

  平成 31 年 3 月 31 日末現在   
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【使用料単価と汚水処理原価】 

 

事  項 平成 30年度 

使 用 料 単 価 200円 59銭 

汚 水 処 理 原 価 202円 53銭 

う ち 維 持 管 理 費 106円 66銭 

 う ち 資 本 費 195円 87銭 
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