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審議会委員名簿 Ｈ28.6.1 現在

（敬称略、五十音順）

氏 名 所 属 区 分

岡本 慎二 豊岡商工会議所副会頭 市 民

北見 龍彦 税理士 市 民

渋谷 順子 行政書士 市 民

谷垣 雅子 豊岡市行政改革委員会委員 市 民

都築 洋一郎 兵庫県立大学大経営学部 准教授 学識経験者

仲井 早苗 税理士 市 民

長坂 和枝 豊岡市消費者団体連絡協議会長 市 民

中嶋 洋二郎 豊岡市区長連合会長 市 民

古田 和博 公益事業者（豊岡エネルギー㈱社長） 市 民

山口 隆英 兵庫県立大学大学院経営研究科長 教授 学識経験者





アセットマネジメント全体の流れ

１

持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体
にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動。にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動。にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動。にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動。

現在現在現在現在の管の管の管の管路・施路・施路・施路・施

設の状態設の状態設の状態設の状態

更新更新更新更新需要の把握需要の把握需要の把握需要の把握

将来の見通しを検討する将来の見通しを検討する将来の見通しを検討する将来の見通しを検討する(30年年年年~40年年年年)

更新財源を確保する更新財源を確保する更新財源を確保する更新財源を確保する

更新計画を策定する更新計画を策定する更新計画を策定する更新計画を策定する

事業の実施事業の実施事業の実施事業の実施

更新基準更新基準更新基準更新基準

○更新需要の把握
○管種、口径、布設年度別延長、水道統計など
○固定資産台帳、決算書など

○更新を行わなかった場合
○法定耐用年数で更新した場合
○更新基準で更新した場合、更新優先順位を考慮など

○財政収支見通し
○料金水準

○実施可能な裏付けのある
更新計画の策定

フィードバックフィードバックフィードバックフィードバック （継続と改善）（継続と改善）（継続と改善）（継続と改善）

※使用実態、事故・故障の履歴等
を参考に実態にあわせて設定

水道事業の水道事業の水道事業の水道事業の資産管理資産管理資産管理資産管理

○ B/Cの高いもの
○劣化状況、財政収支

○実態に合った個別の基準

資料提供：日本ダクタイル鋳鉄管協会
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水道施設と資産



水道施設と資産

３

施施施施 設設設設

水 源 53ヶ所
浄水場 38ヶ所
配水池 97ヶ所
ポンプ場 57ヶ所
管 路 1,050㎞

資資資資 産産産産

土 地 128件
建 物 135件
構築物 4,317件
機械・装置 1,210件
その他 248件
計 6,038件

H26時点の価値で468億円

市域が県下一広く、水道施設をたくさん抱えています。



水道施設は、適切な時期での更新を⾏わなければ、⽼朽化して維持管理に過剰な

費用がかかるようになるだけでなく、重大な水道事故等が起こりかねません。

老朽化老朽化老朽化老朽化施設施設施設施設（（（（荒船浄水場荒船浄水場荒船浄水場荒船浄水場 大正大正大正大正9999年）年）年）年）

水道施設の状況

更新しないと、

30年後には…

88ヶ所

現在、60年以上経過した施設は1ヶ所だけ
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水道施設の状況（構造物・設備）
1970年代以降に建設した施設が多く、今後は⽼朽化施設が増加し続けます。
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⽔道管は道路に埋設されていて、状態を把握することは困難ですが、経過年数から、

将来⼤量な更新が必要になると予測され、更新費⽤が増⼤します。

水道施設の状況（管路）
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水道施設の状況（耐震化）
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水道施設の状況（健全度）

８

更新しないと…

※厚労省「簡易支援ツール」により試算



現在 40年後

黄：経年管黄：経年管黄：経年管黄：経年管

赤：老朽管赤：老朽管赤：老朽管赤：老朽管

青：健全管青：健全管青：健全管青：健全管
黄：経年管黄：経年管黄：経年管黄：経年管

更新しないと更新しないと更新しないと更新しないと…………

水道管の健全度

経年管は布設後40年〜60年以内、⽼朽管は60年超の管で、破損や腐⾷の危険性が⾼くなる
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更新頻度 構造物・設備 管路

法定耐⽤年数
352億円

（8.8億円/年）

581億円
（14.5億円/年）

法定耐⽤年数

×1.5

282億円
（7.1億円/年）

279億円
（7億円/年）

◎今後40年間の更新費⽤

※厚労省「簡易支援ツール」により試算

更新費⽤の⾒通し

１０



法定耐⽤年数で更新すると

１１
※厚労省「簡易支援ツール」により試算

水道施設を会計上の耐⽤年数（法定耐⽤年数）で更新した場合には、近い将来、水道事業を

運営するために必要な資⾦残⾼がマイナスになってしまいます。



更新需要の平準化

１２

（平成25年：厚労省資料より）



更新費⽤と財政の⾒通し

※厚労省「簡易支援ツール」により試算

維持管理の効率化、適正な料⾦改定などの対策を⾏い、健全度に基づいて施設を更新することで

水道事業の運営に必要な資⾦を確保することができます。

法定耐⽤年数×1.5倍で更新すると

１３



法定耐⽤年数×1.5倍で更新（健全度）

１４

管路の⼀部に⽼朽化がみられるものの、おおむね施設の健全性が保持できます。

※厚労省「簡易支援ツール」により試算



取り組みのポイント

�施設の個別評価

統廃合、長寿命化、ダウンサイジング

�更新費用の平準化

�適正な料金体系の検討

１５



経営状況（収益的収支）

H26
費用（費用（費用（費用（23.1億円）億円）億円）億円）

人件費

維持管理費等

支払利息

減価償却費

1.31.31.31.3億円億円億円億円

（（（（6666％）％）％）％）

12.812.812.812.8億円億円億円億円

（（（（55555555％）％）％）％）

5.75.75.75.7億円億円億円億円

（（（（25252525％）％）％）％）

3.33.33.33.3億円億円億円億円

（（（（14141414％）％）％）％）

収益（収益（収益（収益（24.8億円）億円）億円）億円）

水道料金

その他営業

収益

補助金等

1111億円億円億円億円

（（（（4444％）％）％）％）

6.96.96.96.9億円億円億円億円

（（（（28282828％）％）％）％）

16.916.916.916.9億円億円億円億円

（（（（68686868％）％）％）％）

• 水道事業は、市⺠税などの税⾦ではなく「独⽴採算制」で運営しています。

• 収入の約７割は⽔道料⾦で、その他の収入を含め水道事業にかかわる費用(電気代、人件費、

薬品代、修繕費、減価償却費、建設時の借⼊⾦利息など）のすべてをまかなっています。

• 費用の約７割は、施設や設備の減価償却費と建設時に借りた借⾦（起債）の⽀払利息です。
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経営状況（資本的収支）

H26

収入（収入（収入（収入（2.5億円）億円）億円）億円）

企業債

負担金

補助金等

0.80.80.80.8億円億円億円億円

（（（（32323232％）％）％）％）

0.80.80.80.8億円億円億円億円

（（（（32323232％）％）％）％）

0.90.90.90.9億円億円億円億円

（（（（36363636％）％）％）％）

支出（支出（支出（支出（11.6億円）億円）億円）億円）

建設改良費

人件費

企業債償還

4.24.24.24.2億円億円億円億円

（（（（36363636％）％）％）％）

0.30.30.30.3億円億円億円億円

（（（（2222％）％）％）％）

7.17.17.17.1億円億円億円億円

（（（（61616161％）％）％）％）

• 資本的収支は、施設や管路を建設・整備するための経費とその財源をいいます。

• 資本的支出の半分は、借⾦（企業債）の返済に使っています。

• 支出－収入の不⾜分は、内部に留保している資⾦（減価償却費等）で補填しています。

企業債残高146億円
（前年より7億円↓）

内部留保残⾼26億円
（前年より２億円↑）

１7
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平成28年度 下水道使用料収入・現金預金等の推移

下水道使用料 下水道使用料（前年度） 現金預金等
現金預金等（前年度） 有収水量 有収水量（前年度）

下水道使用料 前年度比較

4月： 6.0％増
5月：11.0％増
6月：11.6％増
7月：11.4％増

有収水量（前年度増減）（千㎥） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

月別 35 19 2 △ 1

累計 35 54 56 55 18



出所：総務省「地方公営企業等に関する説明会」H27.10.16 資料

下水道事業 経営戦略について

【H26.4月～実施済み】 【H28.2月～実施済み】

【H28年度 実施予定】
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【策定に向けた基本的な考え方】

１．計画期間 10年間（H28年度～H37年度）
２．収支均衡 純損益の黒字 ※赤字（収支ギャップ）の解消に向けた取組を記載

３．公 開

４．「経営戦略」の事後検証、更新等 ＰＤＣＡサイクルを働かせる（3～5年ごと）
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