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Ⅰ．経営戦略策定の趣旨と位置づけ 

（１）桜川市における汚水処理の概要と経営戦略策定の趣旨 

本市は、旧岩瀬町、旧真壁町、旧大和村の 2町 1村の合併によって平成 17年に誕生

した茨城県中西部に位置するまちであり、合併以前から現在に至るまで、地域の状況

や特性を鑑みながら、下水道の整備を推進してきました。現在、本市の生活排水は、

公共下水道、農業集落排水、合併浄化槽、コミュニティ・プラント、その他（し尿処

理施設、単独処理浄化槽等）によって処理されています（図表 1-1）。このうち、公

共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水事業（本市では市設置型浄化

槽整備事業という呼称を用いています）を下水道事業として、一つの会計を設けて実

施しています。 

 

（図表 1-1）桜川市の汚水処理体系 

 

出典：桜川市アクションプラン p1「汚水処理体系」  

 

茨城県小貝川東部流域下水道に接続している公共下水道は、平成 9年度に建設事業を開

始して以降、岩瀬、大和、真壁の 3つの処理区において整備を進めています。平成 7

年度に供用を開始した農業集落排水施設は、市内の 8地区で処理場が稼働しており、
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計画区域の整備は完了しています。下水道等の未普及地域においては、早期に適切な

汚水処理が可能となるよう、平成 18年度以降、平成 29年度まで市設置型浄化槽の設

置を促すことで、合併浄化槽の普及促進を図ってきました。新規の設置については平

成 29年度末をもって終了しており、現在は、設置済み市設置型浄化槽の維持管理を行

っています。こうした状況を踏まえ、平成 30 年度に市設置型浄化槽事業に代わる個

人設置型浄化槽事業の補助制度を整備しました。 

本市では、多様化・複雑化する社会経済情勢のもと、市民の安全で衛生的な暮らしを

支える下水道事業を、将来にわたり安定的に継続していくため、平成 29年 3月に公共

下水道事業及び農業集落排水事業（特定地域生活排水処理事業を含む）それぞれにつ

いて経営戦略を策定し、財政状況の把握と経営基盤の強化を目的に、令和 2年度から

地方公営企業法を適用しました。独立採算を原則とする公営企業として、法適用後の

実態に沿った将来推計を行い、前回策定した経営戦略以後の経営環境の変化や事後検

証の結果を踏まえて定めた経営方針のもと、財政基盤の確立と強化に努め、住民の安

全で衛生的な暮らしを支える下水道サービスの普及と維持を続けていくため、下水道

事業経営戦略の見直しを行います。 
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（２）位置づけ 

本市では、総合的かつ計画的な市政の運営を図るための最上位計画として策定した

「桜川市第 2次総合計画」を基軸に政策の展開を図っています。 

本経営戦略は、本市の下水道事業について、国の下水道ビジョン、茨城県「生活排

水ベストプラン」と整合を図りつつ、「桜川市第 2次総合計画」のもと、中長期的な

事業運営の方針を示す経営の基本計画として位置づけ、下水道関連施策の方針を定め

るものです。 

なお、本経営戦略は、総務省による「『経営戦略』の策定・改定の更なる推進につ

いて」（平成 31年 3月 29日付け総財公第 45号、総財営第 34号、総財準第 52号、総

務省自治財政局公営企業課長、同公営企業経営室長、同準公営企業室長通知）におい

て策定を要請されている「経営戦略」として記載すべき内容を踏まえたものとなって

います。 

 

 

（図表 1-2）桜川市における下水道事業経営戦略の位置づけ 
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（３）期間 

本経営戦略は、公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業

を対象とし、計画期間は、中長期の見通しを踏まえた 10年間（令和 3年度から令和

12年度まで）の計画とします。 

 

計画期間 

  令和 3年度（2021年度）から令和 12年度（2030年度）までの 10年間 

 対象 

  ・公共下水道事業 

  ・農業集落排水事業 

  ・特定地域生活排水処理事業（市設置型浄化槽整備事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図表内では、公共下水道事業を「公共」、農業集落排水事業を「農集」、

特定地域生活排水処理事業を「特排」と略語表記しています。 
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Ⅱ．事業概要 

（１）事業の現況 

ⅰ） 事 業 概 要  

本市では、生活環境の改善と河川などの公共用水域の保全を図るために生活排水対策

として公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業(※)に取り組

んでいます。 

公共下水道事業は、清潔で快適な生活環境を築き、豊かな自然環境を保全するため、

茨城県小貝川東部流域関連の公共下水道として、平成 15年度に供用を開始して以降、

近隣市との連携を図りながら、広域的な整備を進めてきました。現在は、事業計画区域

全域での供用開始を目指し、市街化区域から優先的に整備を実施しているところです。

なお、近い将来に下水道が整備される予定の区域（市街化区域を主とした喫緊の下水道

整備予定区域）においては、下水道が整備されるまでの暫定措置として、区域内で自己

用住宅の新築や建替えをされる方を対象に、市が浄化槽の設置を代行する「市街地浄化

槽設置事業」を実施しています。 

農業集落排水事業は、農業用用水の排水の水質保全､農業用用排水施設の機能維持又

は､農村の生活環境の改善を図り､併せて､公共用水域の水質保全に寄与するため農業集

落における、し尿･生活雑排水などの汚水を処理する施設の整備を行い､生産性の高い農

業の実現と活力ある農村社会を形成することを目的としています。現在、整備は完了し

ており、8地区で供用しています。 

本市では、平成 18年度から、公共下水道区域及び農業集落排水の供用開始区域を除く

区域について、高度処理型浄化槽の整備及び維持管理を行う特定地域生活排水処理事業

を行ってきましたが、本事業は平成 29年度末で事業変更し、個人設置型浄化槽事業へ

の取組みに切り替えました。今後は、これまでに設置済みの市設置型浄化槽の適正な維

持管理に努めつつ、公共下水道区域及び農業集落排水の供用開始区域を除く区域で単独

処理浄化槽から合併浄化槽への転換を希望する住民に対しては、平成 30年度に整備し

た合併浄化槽設置工事費の一部として補助金の交付を行う個人設置型浄化槽補助事業と

連携しながら、生活排水処理普及率の向上を目指してまいります。 

(※)市の事業名称は市設置型浄化槽整備事業。本経営

戦略では特定地域生活排水処理事業と表記する。 
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各事業の概要は次のとおりです（図表 2-1）。 

 

（図表 2-1）各事業の概要 

（令和元年度末現在） 

 

＊広域化…他の自治体との事業統合や流域下水道への接続を指す。 

＊共同化…複数の自治体で共同して使用する施設の建設、広域化・共同化を推進するための計画

に基づき実施する施設の整備、事務の一部を共同して管理・執行する場合を指す。 

＊最適化…①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理

的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む）、③施設

の統廃合（処理区の統廃合を伴わない）を指す。 

 

  

 
公共下水道事業 農業集落排水事業 

特定地域生活 

排水処理事業 

供 用 開 始 年 度 

(供用開始後年数) 

平成15年4月1日 

(供用開始後年17年) 

平成7年6月16日 

(供用開始後25年) 

平成18年9月1日 

(供用開始後14年) 

法適(全部適用・一 

部適用)非適の区分 

法適用（一部適用） 

※令和2年4月1日から地方公営企業法の財務規定等を適用 

処 理 区 域 内 

人 口 密 度 
22.08人/ha 12.59人/ha 82.27人/ha 

流域下水道等への 

接 続 の 有 無 

有（茨城県小貝川東部

流域下水道） 
無 

処 理 区 数 
3区（岩瀬処理区、大和

処理区、真壁処理区） 

8区（南飯田地区、長方

地区、富谷地区、源法寺

地区、谷貝南地区、谷貝

北地区、高久地区、大国

西部地区） 

- 

処 理 場 数 

(又は浄化槽設置基数) 

該当なし（流域下水道

接続のため） 
8施設 500基 

広域化・共同化・ 

最適化実施状況 

流域下水道に接続 

（広域化） 
該当なし 該当なし 
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ⅱ） 施 設  

 本市が所有する下水道施設は、公共下水道の管渠及び中継ポンプ場、流量計測場、

農業集落排水施設の管渠、処理場施設及び中継ポンプ場です。このほか、本市が管理

を行う施設として、特定地域生活排水処理事業で設置を行った高度処理浄化槽が 500

基あります（図表 2-2）。 

 

（図表 2-2）主な下水道施設等 

事業区分 施設 数量 

公共下水道事業 管渠 59km 

中継ポンプ場 23箇所 

流量計測場 1箇所 

農業集落排水事業 管渠 112km 

処理場 8施設 

中継ポンプ場 171箇所 

特定地域生活排水処

理事業 

浄化槽 
500基 

（令和元年度末時点） 

 

ⅲ） 使 用 料  

本市下水道各事業の使用料は次のとおりです（図表 2-3、2-4、2-5）。経営に要する

費用を使用料収入で賄うという基本原則に沿って、総括原価方式の考え方に基づき算

定しており、徴収した使用料は、ポンプ場や終末処理場、下水道管の清掃や補修な

ど、施設の維持管理費及び企業債利息や減価償却費などの資本費の一部に充てていま

す。 

公共下水道の使用料は、10㎥までは定額となる基本料金に加えて、10㎥を超える場

合は超過料金を設定しています。一般汚水の超過料金は、汚水量に応じて支払額が変

動する従量料金制と、使用料の増加に応じて使用料単価が高くなる累進使用料制を組

み合わせています。 



8 

 

農業集落排水事業の使用料は、使用者人数を基本としており、公共ます１つについ

て、基本料金及び人数（住民基本台帳に記録されている世帯人数）割料金を定めてい

ます。 

特定地域生活排水処理事業の使用料は、浄化槽 1基について、基本料金及び人数（使

用者の世帯に係る使用人数）割料金を定めています。 

各事業とも、使用料は 2か月分をまとめて水道料金とともに徴収することとしてお

り、平成 31年 1月から徴収業務を民間事業者に委託しています。 

 

（図表 2-3）公共下水道の下水道使用料 

（1カ月あたり・税抜き） 

種別 基本料金 超過料金（１㎥につき） 

一般汚水 10㎥まで 1,800円 10㎥を超え 100㎥まで 180円 

100㎥を超えるもの 190円 

浴場の場合 10㎥まで 1,800円 10㎥を超えるもの 50円 

 

（図表 2-4）農業集落排水施設の下水道使用料 

（1か月あたり・税抜き） 

処理区分 使用料（月額） 

基本料金 人数割料金 

南飯田、長方、富谷 3,000円 500円 

源法時・須津賀、 

谷貝南、谷貝北 
2,381円 524円 

高久、大国西部 2,453円 539円 

 

（図表 2-5）特定地域生活排水処理事業の使用料 

（1か月あたり・税抜き） 

基本料金 人数割料金 

2,500円 人数割 1人あたり 500円 
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（図表 2-6）条例上の使用料と実質的な使用料 

（税込み・20㎥あたり） 

 
公共下水道事業 農業集落排水事業 

特定地域生活 

排水処理事業 

条例上の使用料 

令和元年度 3,888円 4,724円 4,200円 

平成 30年度 3,888円 4,724円 4,200円 

平成 29年度 3,888円 4,724円 4,200円 

実質的な使用料 

令和元年度 4,512円 3,430円 4,082円 

平成 30年度 5,050円 3,280円 4,146円 

平成 29年度 5,738円 3,089円 4,005円 

※令和元年度の実質的な使用料は、打切決算未収分を含めていません。 

 

ⅳ） 組 織  

本市の下水道事業に関する業務は、上下水道部

下水道課が担っています。令和 2年 4月 1日現

在、7名の職員が下水道課に所属し、真壁庁舎で

業務に邁進しています。上下水道部下水道課で

は、汚水処理全体計画に関すること、流域下水

道事業に関すること、公共下水道事業の計画、

使用料、維持管理等に関すること、農業集落排

水事業の調査計画、工事の施工及び監督、使用

料、維持管理に関すること、浄化槽の普及推進及び事業の実施に関すること、市設置

型浄化槽施設の維持管理に関すること、水洗化の推進に関すること等を主要事務とし

て所掌しており、職員 7名のうち 4名が公共下水道事業を、2名が農業集落排水事業

を、残り 1名が特定地域生活排水処理事業を担当しています。 

令和 2年度からの地方公営企業法の適用にあたり、令和元年度（平成 31年度）に職

員 1名の削減を実行し、令和 2年度には、それまで下水道課の下に設置されていた業

務グループと工務・浄化槽グループの 2つの課内グループを、下水道グループとして

1つに統合する組織体制の変更を行ったところです。 

  

(図表 2-7)桜川市役所 真壁庁舎 

( 桜川市真壁町飯塚 )  
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（図表 2-8）組織体制 

         
 上

下

水

道

部 

  水道課     

       

        

        

   下水道課  下水道グループ   

     

          

（図表 2-9）組織構成（下水道事業推進体制） 

職階 人数 職種 職務内容 

課長 1 

一般行政 

課の総括 

グループ長 1  

主査 1 事業総括 

副主査 2 事業推進 

主任 1 事業の執行 

主事 1 事務事業の執行 

（合計）  7  

（令和 2年 4月 1日現在） 
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（２）民間活力の活用等 

 民間活用（民間委託）の状況 

本市の公共下水道、農業集落排水施設及び特定地域生活排水処理事業における市設置

型浄化槽の使用料徴収については、これまで水道料金の徴収とともに、水道課で行っ

てきましたが、平成 31年 1月から民間事業者に委託しています。 

このほか、下水道管の調査やマンホールポンプ等の保守点検、農業集落排水施設及び

市設置型浄化槽の維持管理や汚泥の分析・処理等の業務を委託の方法により実施して

います。 

外部事業者の活力を活用している事業については、たとえば、使用料徴収業務受託事

業者との協調体制の構築に努めることで業務内容の引継ぎ調整や管理面での連携を図

り、収納率の向上につなげるなど、委託業務の性質や事業上の必要に応じ、円滑かつ

効率的に業務が遂行できるよう工夫しています。 
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（３）経営比較分析表等を活用した現状分析 

経営比較分析表を別紙に示します（別紙 1…令和元年度（平成 31年度）経営比較分

析表）。 

 

 公共下水道事業 

使用料収入やその他の収入が増加傾向にあるため、収益的収支比率は改善しつつ

ありますが、依然 100％を下回っています。経費回収率は類似団体の平均値を大き

く下回っている一方で、汚水処理原価は近年低下傾向にあるものの類似団体の平均

値を大きく上回る高い水準で推移しています。汚水処理に係る費用を使用料収入で

賄うことができておらず、一般会計からの繰入金で補っている状態です。経営の改

善に向け、適正な使用料収入の確保と汚水処理に係る費用の削減にともに取り組む

必要があります。 

本市では、公共下水道が整備される以前に浄化槽等による排水が普及していたこ

とから、経費がかかる等の理由により、水洗化率が低い状態が続いており、公共下

水道への接続率の向上が課題となっています。下水道接続キャンペーンの実施や戸

別訪問による接続勧奨、接続工事補助金の整備・拡充等、引き続き水洗化率の向上

を目指し、まずは接続率の向上に係る取り組みを進めます。 

 

 農業集落排水事業  

農業集落排水施設に接続している使用者の使用料納付意識が高く、使用料徴収率

が高いことにより、経費回収率は類似団体よりも高い水準を維持しており、また、

汚水処理原価は、類似団体平均値よりも低い 200円前後で推移しています。しかし

ながら、事業区域内に一般浄化槽を使用している世帯が依然多くあることから、施

設利用率と水洗化率は類似団体平均値よりも低い水準にあります。収益的収支比率

は、改善の傾向がみられるものの、100％に達しておらず、総収益に占める一般会

計からの繰入金の割合も高いことから、汚水処理費の縮減取組みのさらなる促進

と、水洗化率の向上等を含む収入増加策の検討が必要といえます。 
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 特定地域生活排水処理事業 

事業を実施した家はすべて浄化槽に接続しているため、水洗化率は 100％となっ

ており、施設利用率も類似団体平均値を上回る水準で推移しています。使用料徴収

率が高いことから、経費回収率は類似団体平均値よりも高い水準を維持していま

す。しかしながら、当該経費回収率は低下傾向にあり、また、これまで類似団体平

均値を下回る水準で推移してきた汚水処理原価は上昇の傾向にあります。これまで

据置期間にあった地方債償還金の元金償還が順次発生してくることから、今後、汚

水処理費の増大により、経費回収率の低下と汚水処理原価の上昇が想定されます。

そのため、市設置型浄化槽の新規設置が平成 29年度で終了したことも鑑み、今後

は、維持管理に係る費用の縮減策について検討を行うとともに、適正な使用料水準

についても検討を行う必要があります。 

 

※  本市の下水道各事業は、令和 2年度からの地方公営企業会計への移行に伴い、

令和元年度（平成 31年度）に打切り決算を行ったため、令和元年度（平成 31年

度）の決算値には特例的収入及び特例的支出の額が含まれていません。そのた

め、経営比較分析表における令和元年度（平成 31年度）の各指標には、使用料

収入の打切り決算未収分等が加味されておらず、単純な経年比較はできません。 
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Ⅲ．将来見通し 

（１）桜川市人口の将来展望 

本市は、平成 17年 10月に旧岩瀬町、旧真壁町、旧大和村の 2町 1村が合併して誕生

しました。合併当時 48,400人（※1）であった人口は減少を続け、令和元年度には 4万人

を割り込みました。令和 2年 10月現在の人口（※2）は 38,905人です。 

本市では、住み続けられる持続可能なまちづくりを目指し、令和 8 年（2026 年）に

37,000人の人口を維持することを目標とする「桜川市人口ビジョン」を平成 28年（2016

年）3月に策定し、「共生・学び・安心・活力・快適・自治」の 6つの基本理念のもと

で政策を展開し、各種施策を推進しているところです（図表 3-1 人口ビジョン目標人

口）。一方で、国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」）による「日本の地

域別将来推計人口（平成 30 年推計）」では、本市の人口は、今後も減少を続け、2040

年には 27,452人になると推計されています（図表 3-1社人研 H30年推計）。人口の減

少は、地域の経済活動の縮小や雇用の減少を招くなど、まちの衰退を加速させるおそれ

があり、都市機能の維持に大きな影響を及ぼします。 

本経営戦略における各種将来予測の前提となる本市の将来人口が、これまでの本市人

口の実績推移が社人研平成 30 推計をわずかに上回る水準で推移してきていることを踏

まえて、保守的に見込むこととし、桜川市人口ビジョンの低位推計である社人研平成 30

年推計に、実績値による補正を加えたものを用います。 

※1…国勢調査 

※2…常住人口 

※3…令和 2年（2020年）3月に改訂 

 

（図表 3-1）桜川市の人口見通し 

出典：2020年 3月 桜川市「桜川市人口ビジョン(2020年改訂版)」p7図 8 
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（２）処理区域内人口及び水洗化人口の予測 

現在、本市では、公共下水道全体計画に基づき、公共下水道の管渠整備を進めており、

供用開始区域を順次拡大しているところです。農業集落排水事業については計画区域の

整備が完了しているため、今後は、公共下水道事業及び農業集落排水事業の計画区域外

について、合併浄化槽の設置整備を促進していきます。 

合併浄化槽については、市設置型合併浄化槽の新規設置が平成 29 年度をもって終了

したことを踏まえ、今後は、効率的な維持管理の実施に加え、個人設置による合併浄化

槽の整備を促進します。 

効率的な事業の推進の観点から加入率や費用を勘案し、随時、下水道整備計画の見直

しを図りながら、引き続き整備の推進に取り組んでいきます。 

処理区域内人口の推移は次のとおりです（図表 3-2）。 

 

＊処理区域内人口は、社人研平成 30年推計の人口に、人口普及率を乗じて算出。なお、各事

業の人口普及率は、次のとおり見込んでいる。 

・公共下水道事業 R7で 17.5％、R12で 18.70％ 

・農業集落排水事業 R7で 17.8％、R12で 18.24％ 

・特定地域生活排水処理事業 R7で 4.22%、以降同値 

 

（図表 3-2）処理区域内人口の推移 

※浄化槽とは、公共下水道事業及び農業集落排水事業の供用区域外に設置された合併浄化槽

のうち、特定地域生活排水処理事業に該当するもの（市設置型浄化槽）を除くもの指す。 

 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

（人）

行政区域内人口

その他（コミュニティ・プラント、浄化槽※）

処理区域内人口（特定地域生活排水処理事業）

処理区域内人口（農業集落排水施設）

処理区域内人口（公共下水道）



16 

 

各事業の処理区域内人口及び水洗化人口の予測は次のとおりです（図表 3-3 から 3-

5）。 

＊水洗化人口は、処理区域内人口に水洗化率を乗じて算出。なお、各事業の水洗化率は次

のとおりとした。 

・公共下水道事業 61.5％で一定 

・農業集落排水事業 84％で一定 

・特定地域生活排水処理事業 100％で一定 

 

 公共下水道事業 

（図表 3-3）処理区域内人口・水洗化人口（公共下水道事業） 

 
 

 

公共下水道事業の処

理区域内人口は、行政

人口減少の影響が、新

規整備による人口普

及率向上の影響を上

回り、微減していく見

通しとなりました。 

水洗化人口は、令和 3

年度以降、漸減してい

く見通しです。 

 農業集落排水事業 

（図表 3-4）処理区域内人口・水洗化人口（農業集落排水事業） 

 

 

農業集落排水事業の

処理区域内人口は、行

政人口減少の影響を

受けて、減少していく

見通しです。水洗化人

口は、処理区域内人口

に比例し、減少してい

く見通しです。 
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 特定地域生活排水処理事業 

（図表 3-5）処理区域内人口・水洗化人口（特定地域生活排水処理事業） 

 

 

特定地域生活排水事

業については、平成

29 年度末をもって新

規設置を終了したこ

とから、処理区域内

人口、水洗化人口と

もに行政人口減少の

影響を受けて減少し

ていく見通しです。 
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（３）有収水量及び使用料収入の予測 

有収水量及び使用料収入の予測は次のとおりです（図表 3-6）。 

＊有収水量は水洗化人口に 1人当たり年間使用水量を乗じて算出。なお、1人当たりの

年間使用水量は、直近 5年間の実績平均を採用。 

＊使用料収入は年間有収水量に使用料単価を乗じて算出。なお、使用料単価は過去の実

績値により、現行の料金体系を維持することを前提としている。 

 

（図表 3-6）有収水量予測及び使用料収入の見通し 

 

公共下水道事業においては、整備の拡大に伴い人口普及率は向上するものの、行政人

口の減少により、処理区域内人口の絶対数が減少するため、有収水量は、わずかに減少

していきます。また、使用料収入は有収水量の推移に比例して推移する見通しです。 

農業集落排水事業においては、処理区域内人口が減少することから有収水量が減少し、

使用料収入も同様に減少していく見通しです。 

特定地域生活排水処理事業は、有収水量、使用料収入ともにわずかに減少傾向を示し

ながら、おおむね一定の水準で推移していく見通しです。 
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（４）施設の見通し 

（ⅰ） 公 共 下 水 道 に つ い て  

本市の公共下水道は、最も早く整備が行われた地域でも供用開始が平成 15年度と、他

市と比較すると整備が遅かったこともあり、現在も整備の途上です。本市公共下水道は、

茨城県の流域下水道に接続しており、処理場等の大規模施設の保有はなく、管渠と中継

ポンプ場が主な施設です。 

新規整備については、下水道未普及地域の解消に向け、整備計画に沿って、現在、市

街化区域から優先的に整備を実施しており、今後も引き続き、市内の状況と住民ニーズ

を鑑みながら、効率的に整備をすすめてまいります。 

既存施設に関し、管渠については、法定耐用年数（50年）に達しておらず、老朽化度

合いは低いといえます。そのため、予防保全の考え方をとりいれた定期的な調査点検を

継続的に実施し、施設の状態を健全に保ちます。中継ポンプ場の電気設備やポンプ施設

などには、法定耐用年数を超えて使用しているものもあります。そのため、今後発生が

見込まれる更新・改修に係る計画又は長寿命化に係る計画を早期に策定し、適切な手法

による維持管理または計画に沿った更新・改修等を実施し、設備投資に係る全体費用の

削減に努めます。 

 

（ⅱ） 農 業 集 落 排 水 施 設 に つ い て  

処理場、中継ポンプ場及び管渠を有する農業集落排水施設においては、機械設備や電

気設備の一部で更新・改修の時期が到来しつつあり、適切な維持管理の実施と計画的な

更新・改修の実施に並行して取り組んでいかなければなりません。機械設備や電気設備

等で突発的な修繕や補修が発生しており、点検・調査を定期的かつきめ細やかに行うこ

とで施設・設備の劣化状況や損傷度合を正しく把握し、各施設の現状と将来的な利用ニ

ーズに応じた管理を行っていく必要があります。そのため、令和 2年度に農業集落排水

施設の機能診断を民間事業者に委託しており、この結果をもとに、各農業集落排水施設

について、優先順位を踏まえた更新・改修に係る計画（最適資本構想）を作成します。 

 

（ⅲ） 特 定 地 域 生 活 排 水 処 理 事 業 に つ い て  

浄化槽の耐用年数は一般的に 30年間とされています。特定地域生活排水処理事業は、

本経営戦略策定時点では、供用開始後経過年数が 14 年と比較的新しく、改良・更新の

時期に至っていません。しかしながら、これらの浄化槽は、今後、徐々に老朽化が進行

し、令和 18 年度頃には更新の時期が順次到来すること、また、本事業の対象地域では

人口の減少が見込まれていることから、本事業において維持管理している浄化槽の今後

の方針について、検討する必要があります。 



20 

 

（５）組織の見通し 

（ⅰ） 機 動 的 組 織 体 制 の 確 立  

複雑化する周辺環境や多様化するニーズに対応していくため、所管する事務事業の変

化に応じて、組織体制の見直しを定期的に行うことで、時代の要請に沿った簡素で機動

的な組織体制の構築・維持に努めるとともに、上下水道部下水道課で下水道業務に従事

する職員が引き続き、意欲的に職務を継続していけるよう、働きやすく活気のある職場

環境の形成を追求します。 

 

（ⅱ） 業 務 の 効 率 化  

施策の実効性や業務内容、業務量等について、民間事業者への委託可能性を含め、随

時の評価と見直しを行うことで、事業の効率的な実施に努めます。加えて、茨城県や日

本下水道協会等による研修会に、引き続き積極的に参加し、職員の知識や技術力の向上

に資する機会の充実を図り、下水道業務に携わる職員ひとりひとりの職務能力の向上と、

それに伴う円滑な業務の執行を促進します。 

 

（ⅲ） 職 員 数 及 び 給 与 の 適 正 化  

本経営戦略期間中に見込まれている職員の増員や削減の予定はありませんが、桜川市

定員管理計画に基づき、外部環境や業務量に応じた適正な職員数で効率的に事務事業を

実施していきます。なお、職員給与については、市長部局の制度に準じます。 
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Ⅳ．経営の基本方針 

（１）基本理念 

快適な暮らしのまちづくりを基本理念として、豊かな自然環境に包まれ、

快適で暮らしやすい生活環境が整ったまちづくりを目指し、水洗化の普及

促進に努めます。 

 

 

（２）取組み方針 

 水洗化促進 

市ホームページや広報誌をはじめとする各種広報媒体を活用し、本市で生活する

市民の生活環境の改善と利便性の向上を図ります。具体的には、下水道接続に係る

補助金制度や接続義務の周知、下水道未接続者への戸別訪問による下水道接続工事

促進に係る普及啓発などに引き続き積極的に取り組み、全国及び茨城県の平均値と

比較し低い水準にある水洗化率の改善に努めます。 

 

 使用料適正化 

毎年度財務状況の評価と経営状態の分析を行うとともに、定期的に現行使用料の

体系及び水準の適正性について見直します。併せて、未接続対策や、未納者への個

別訪問による納付督励を含む使用料滞納整理に注力することで、収納率の向上に努

めます。 

 

 安定した経営基盤の確立 

令和 2年度からの公営企業会計への移行を契機として、業務の効率化と管理・運

営体制の見直しを行い、財務状況の把握と計画的経営の推進体制を構築します。収

入の確保と業務推進体制の合理化による経費の縮減、経営の透明性向上に取り組む

ことで、経営基盤の強化を図ります。 
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Ⅴ．投資・財政計画（収支計画） 

（１）投資・財政計画（収支計画） 

 投資・財政計画（収支計画）は別紙のとおりです（別紙 2）。 

 

（ⅰ） 収 益 的 収 支 に つ い て  

行政人口の減少に伴い、事業規模が縮小するため、収益・費用とも減少していくと考

えられます（図表 5-1）。 

経常収益は、主に使用料収入、一般会計からの繰入金と国・県からの補助金、及び長

期前受金戻入です。使用料収入は、「Ⅲ．将来見通し（１）～（３）」で示したとおり、

減少していき、その他の収益についても減少する見込みです（図表 5-3）。 

経常費用は、主に職員給与費（人件費）、経費（動力費や委託料、流域下水道負担金

など）、減価償却費及び企業債の支払利息です。本経営戦略の計画期間中、減価償却費

及び企業債利息が圧縮され、経常費用は減少していきます（図表 5-4）。 

経常収支比率は、100％近い水準で推移するものの、収益の減少幅が費用の減少幅を

上回り、徐々に悪化する見込みです。 

 

 

（図表 5-1）経常収支比率の推移（3事業合算） 
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（図表 5-2）事業ごとの経常収支の推移 

 公共下水道事業 

 

公共下水道事業は、順次整

備を行っている途上です。 

使用料収入の減少と減価

償却費の減少の影響によ

り、収益・費用ともに漸減

していく見通しです。経常

収支比率は 100％を下回っ

ており、経営の健全化に取

り組む必要があります。 

 農業集落排水事業 

 

農業集落排水事業の整備

は完了しています。人口の

減少により、使用料収入が

減少していく一方で、維持

管理経費が徐々に増大し

ていき、本経営戦略の最終

年度である令和 12 年度に

は、経常収支比率が 100％

を下回る見込みとなりま

した。コスト削減に努め、

持続的経営を目指します。 

 特定地域生活排水処理事業 

 

特定地域生活排水処理事

業における市設置型浄化

槽は、平成 29 年度で新規

の設置を終了しました。維

持管理に係る経費が増加

していくため、経常収支比

率は 100％を下回る水準

で、徐々に低下していく見

通しですので、経営状態の

改善に向けた検討が必要

です。 
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（図表 5-3）経常収益の構成と推移（3事業合算） 

 

 

（図表 5-4）経常費用の構成と推移（3事業合算） 

 

 

（ⅱ） 資 本 的 収 支 に つ い て  

資本的収入は、主に企業債、他会計出資金、国及び県からの補助金で、資本的支出は

建設改良費、企業債償還金及び特定地域生活排水処理事業の基金造成費です。資本的収

支は、資本的支出の合計額が資本的収入を上回ります（図表 4-5）。資本的収入額が資
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本的支出額に不足する額は、損益勘定留保資金と利益剰余金処分額で補填する予定です。 

建設改良費の財源は、企業債の発行の他、国及び県からの補助金と一般財源を予定し

ています。 

 

（図表 5-5）資本的収支の推移 
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（２）投資・財政計画（収支計画）の策定にあたっての説明 

（ⅰ） 収 支 計 画 の う ち 投 資 に つ い て の 説 明  

本市では、快適で衛生的な生活環境を確保するため、公共下水道の全地区での供用開

始を目指し整備を進めています。未普及地域の解消にむけ、引き続き、経済性を考慮し

つつ個人設置型浄化槽整備推進事業との連携も図りながら、公共下水道整備計画に沿っ

て整備を進めるとともに、整備済み地域に対しては、未接続世帯への接続促進に取り組

み、汚水処理普及率及び水洗化率を改善します。 

資本的支出の建設改良費は、整備に要する費用である管渠建設改良費と流域下水道に

関する費用である流域下水道建設負担金で構成されています。流域下水道建設負担金は、

茨城県による流域下水道処理場等、茨城県所管の流域下水道施設の建設や維持管理等に

係る費用の一部を負担するもので、今後も、処理施設等の長寿命化や各種設備等の更新

が見込まれていることから、引き続き継続した負担金の発生を見込んでいます（図表 5-

8）。 

 

 

（図表 5-6）投資についての目標 

年度 令和元年度 令和 7年度 備考 

整備完了面積 

(公共下水道事業) 

302ha 311ha 岩瀬地区 145.4ha 

大和地区 42.4ha 

真壁地区 123.2ha 

汚水処理普及率 69.82％ 71.65％ 公共下水道 17.53％ 

農業集落排水事業 17.79％ 

合併浄化槽 35.07％(※) 

コミュニティ・プラント 1.26％ 

※…合併浄化槽 35.07％のうち、特定地域生活排水処理事業は 4.22％ 

 

 

（図表 5-7）整備予定 

事業名 時期（予定） 地区・地域 備考（投資の概要） 

公共下水道事業 令和 3年度 

～令和 12年度 

富士見台地区 岩瀬処理区における

公共下水道の整備 
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（図表 5-8）建設改良費の推移と内訳 

 

 

 

（ⅱ） 収 支 計 画 の う ち 財 源 に つ い て の 説 明  

計画通りに整備を進め、今後も持続的に下水道サービスの提供を継続していくために

は、財源を確保し、安定した財政基盤を形成する必要があります。本市における下水道

事業を今後も持続可能なものとするため、次の事項を目標として定めます。 

 

（図表 5-9）財源に関する目標 

指標 目標 備考 

使用料の見直し 下水道各事業における現行使用料の体系及

び水準の適正性について、計画期間中に評

価・検討を実施する 

 

基準外繰入金の抑制 基準外繰入金の軽減に努める  

経常収支比率 
100％（令和 7年度） 

令和元年度：- 

※法非適用のため該当数値なし 

経費回収率 

70％（令和 7年度） 

令和元年度：64.14％ 

(公共42.34％、農集

76.99％、特排73.24％） 
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（図表 5-10）整備事業の財源 

 

 

投資・財政計画（収支計画）のうち、各財源に関についての考え方は次のとおりです。 

 

 使用料収入 

「Ⅲ（３）有収水量及び使用料収入の予測」のとおりです。料金の改定について

は、本市内の状況を十分踏まえた上で、経営状況を考慮して検討することとするた

め、投資・財政計画（収支計画）では現行の使用料体系を維持することを前提とし

ています。 

 

 繰入金 

実質収支均衡となるように資金収支不足額を繰入金によって賄うこととします。

繰入金には、総務省「地方公営企業繰出金について（通知）」が示す繰出基準内の

繰入金に加え、基準外の繰入金も計上しています。 
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（図表 5-11）収入に占める基準外繰入金の割合 

 

 

 企業債 

投資に必要な財源の一部として、企業債を発行します。企業債残高は、過年度に

借り入れた企業債の償還を順次実施していくことにより、徐々に減少していきます。 

 

（図表 5-12）企業債残高と企業債償還金の推移 
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 補助金 

公共下水道事業及び農業集落排水事業において、接続工事費に対する国及び県か

らの補助金を計上しています。また、建設改良費のうち、補助対象事業費について、

国及び県からの補助金を見込みました（国庫補助金、都道府県補助金）。 

 

 

（ⅲ） 収 支 計 画 の う ち 投 資 以 外 の 経 費 に つ い て の 説 明  

投資・財政計画（収支計画）のうち、各財源に関についての考え方は次のとおりです。 

 

 職員給与費 

 1 人当たりの職員給与費に職員数を乗じて算出しました。1 人当たりの職員給与費は

令和 2年度の予算額を基準としています。 

 

 動力費 

 農業集落排水事業に係るものを見込みます。計上にあたっては、1㎥あたりの動力費

に予測汚水処理量（※）を乗じて算出しました。1㎥あたりの動力費は、直近 5年間（平

成 27 年度から令和元年度まで）の実績値を基準とし、年 0.5％の物価上昇率を加味し

ています。 

※汚水処理量は図表 3-6で示した有収水量の推計値を令和元年度の有

収率で除しました。 

 

 光熱水費 

 公共下水道事業と農業集落排水事業に係るものを見込みます。直近 5 年間（平成 27

年度から令和元年度まで）の実績値を基準とし、年 0.5％の物価上昇率を加味して算出

しました。 

 

 通信運搬費 

直近 5年間（平成 27年度から令和元年度まで）の実績値の平均を基準として、年 0.5％

の物価上昇率を加味して算出しました。 

 

 修繕費 

 令和 2年度予算額を参考として算出した一定額を毎年度計上しました。 

 

 材料費 

 特定地域生活排水処理事業について、1㎥あたりの材料費に予測汚水処理量（※）を乗

じて算出しました。1 ㎥あたりの材料費は、直近 5 年間（平成 27 年度から令和元年度
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まで）の実績値を基準とし、年 0.5％の物価上昇率を加味しています。 

※汚水処理量は図表 3-6で示した有収水量の推計値を令和元年度の有

収率で除しました。 

 

 委託料 

毎年度発生する見込みの委託料について、令和 2 年度の予算額を基準として、0.5％

の物価上昇率を加味して算出しました。なお、徴収業務に係る委託料については、水洗

化人口の増減を加味しています。 

 

 流域下水道負担金 

 基本汚水量（1,216,000 ㎥）に 53.7 円を乗じた金額に、汚水処理量に 134 円を乗じ

た金額を加算して算出しました。 

 

 減価償却費 

既得資産に係る減価償却費については、固定資産システムを用いて推計し、令和 2年

度以降に取得予定の資産に係る減価償却費については、取得資産に応じて、管渠費 50

年間、流域下水道建設負担金 45年間、農業集落排水施設の委託料を 10年間として償却

費を算定しました。 

 

 支払利息 

既発企業債に係る支払利息については、実際の償還スケジュールと約定利率をもとに

算定しました。令和 2 年度以降に起債を予定している企業債に係る支払利息について

は、次のとおりとしました。 

・公共下水道に係る下水道事業債 

償還期間 30年間（据置期間 5年間）、元利均等、利率 1.0％ 

・流域下水道に係る下水道事業債 

償還期間 30年間（据置期間 5年間）、元利均等、利率 1.0％ 

・公営企業適用債 

  償還期間 10年間（据置期間 2年間）、元金均等、利率 1.0％ 

 

 その他 

 令和 2年度の予算額をもとに算出しました。 
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（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 
 

投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や、現在の検討状況、今後検討予定の取

組み等は次のとおりです（図表 5-13、5-14、5-15）。 

 

（図表 5-13）各事業における投資についての検討状況等 

 

  

広域化・共同化・最適化

に 関 す る 事 項 

 公共下水道 

本市公共下水道は、つくば市、下妻市、筑西市とともに茨

城県小貝川東部流域下水道に接続しています。今後も、広域

によるメリットを活かし、事業計画に基づいて、県及び関係

市との緊密な連携のもと、下水道施策を展開していきます。 

 農業集落排水事業 

現在検討中の事項はありません。 

 特定地域生活排水処理事業(市設置型浄化槽整備事業) 

平成 29 年度をもって市設置型浄化槽の新規整備を終了

し、平成 30 年度に市設置型浄化槽事業に代わる個人設置型

浄化槽事業の補助制度に転換しました。 

投 資 の 平 準 化 に 

関 す る 事 項 

 公共下水道 

下水道整備区域内の整備を、整備計画に基づいて、順次実

施しています。整備の実施と並行して、既存施設の更新需

要を把握し、更新投資に係る計画を作成する必要があるた

め、ストックマネジメントの実施について検討します。 

 農業集落排水事業 

現在、施設の機能診断を行っています。この結果に基づい

て、保守点検や修繕、必要がある場合は更新などを計画的

に行い、投資の平準化に努めます。 

 特定地域生活排水処理事業(市設置型浄化槽整備事業) 

浄化槽の更新に関する今後の方針について検討する必要

があります。 

民間活力の活用に関す

る事項（PPP/PFIなど） 

現時点で PPP/PFIなどの民間活用手法の導入予定はありませ

んが、民間的経営手法の導入検討も視野に入れ、未普及地域

の解消、建設事業費の削減に最適な手法を選定し、公共性と

効率性の両立と経営基盤の強化に努めます。 

その他の取組み 該当事項はありません 
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（図表 5-14）今後の財源についての検討状況 

 

（図表 5-15）投資以外の経費についての検討状況 

  

使 用 料 の 見 直 し に 

関 す る 事 項 

本戦略策定時点では、使用料の改定については未定ですが、

独立採算による経営を原則とする公営企業の特性に鑑み、一

般会計からの基準外繰入の抑制に取り組むとともに、企業会

計に基づく適正な使用料水準の把握と、使用料の改定を含む

収入の増加策について検討を行います。また、地区や事業に

よって異なる使用料体系の統一化の可能性についても併せて

検討を行います。 

資産活用による収入 

増加の取組みについて 
特筆事項はありません。 

そ の 他 の 取 り 組 み 
引き続き、使用料の滞納整理や、未接続対策を計画的に行い、

使用料収納率の向上に取り組んでいきます。 

民 間 活 力 の 活 用 に 

関 す る 事 項 

(包括的民間委託等の

民間委託、指定管理者

制度、PPP/PFI など) 

民間事業者への業務委託の可否については、業務委託による

効率性の向上やコスト削減可能性等の観点から、随時検討を

行っています。現在は、農業集落排水施設や浄化槽の維持管

理、各種設備の点検・保守等の業務を委託により実施してお

り、平成 31年 1月からは、使用料の徴収業務について、外部

事業者への包括的委託を開始したところです。引き続き、下

水道各事業における各業務について、事業の安定性・継続性

に留意しながら、最も適切な実施手法を検討していきます。 

職員給与費に関する事項 公営企業として、職員一人ひとりの能力と意欲の向上につな

がるよう環境整備に努めるとともに、業務内容の継続的見直

しや更なる効率性の向上を図り、経営の健全化を目指します。 

動力費に関する事項 特筆すべき事項はありません。 

修繕費に関する事項 既存施設の定期的保守点検を実施し、重大な故障等を未然に

防ぐことにより、修繕費の低減に努めます。 

委託費に関する事項 引き続き、民間委託を行うことによる経済性と業務の効率性、

さらには技術継承の面などを考慮して、業務委託の範囲を検

討していきます。 

そ の 他 の 取 組 み 特筆すべき事項はありません。 
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（４）収支ギャップ解消のための収支構造適正化と経費回収率向上

に向けた取組の推進 
 

投資・財政計画（収支計画）では、公共下水道事業及び特定地域生活排水処理事業

は本経営戦略の計画期間を通して赤字、農業集落排水事業は本経営戦略の計画期間最

終年度（令和 12年度）で赤字となる見通しとなりました。3事業の合算では、本経営

戦略の計画期間を通して純損益で赤字となります。また、使用料で回収すべき経費を

どの程度使用料で賄えているかを示す経費回収率は、100％を大きく下回っています。 

経営に要する経費は経営に伴う収入（料金）をもって充てるという公営企業におけ

る独立採算の原則に照らすと、収支構造の適正化に取り組み、赤字（収支ギャップ）

の解消と経費回収率の向上を図る必要があります。 

ついては、「（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明（ⅱ）収

支計画のうち財源についての説明」で掲げた財源に関する目標（令和 7年度時点にお

ける経常収支比率 100％及び令和 7年度時点における経費回収率 70％）（図表 5-9）

の達成に向け、接続促進による使用料収入の確保に積極的に努めるとともに、使用料

を見直し、基準外繰入金の抑制に取り組みます。 

使用料に関しては、事業ごとに異なる使用料体系を用いていること、各事業とも供

用開始以降改定を行っていないことを踏まえ、負担の公平性の観点から使用料体系に

ついて検討を行うとともに、料金水準の適正性についての評価及び見直しに係る検討

を行います。経費回収率の向上に向けた収支構造の適正化に係る取り組みが不断のも

のとなるよう、少なくとも 5年に 1度の頻度で、使用料水準の適正性について、継続

的に見直しの必要性を検討することとします。 

 

（図表 5-9再掲）財源に関する目標 

指標 目標 備考 

使用料の見直し 下水道各事業における現行使用料の体系及

び水準の適正性について、計画期間中に評

価・検討を実施する 

 

基準外繰入金の抑制 基準外繰入金の削減に努める  

経常収支比率 
100％（令和 7年度） 

令和元年度：- 

※法非適用のため該当数値なし 

経費回収率 

70％（令和 7年度） 

令和元年度：64.14％ 

(公共42.34％、農集

76.99％、特排73.24％） 
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Ⅵ．事後検証・改定等に関する事項 

投資・財政計画（収支計画）を含む、本経営戦略で定めた事項については、決算数値

や指標等を用いてモニタリング（進捗状況の管理及び客観的評価・分析）を行うとと

もに、PDCAサイクルの考え方にもとづいて、新たな課題や周辺環境の変化を反映しつ

つ、ローリング（定期的な見直し）を行うことにより継続的改善を図ります。 

モニタリングは、毎年度、決算及び投資・財政計画（収支計画）の実績値、関連する

経営指標等を用いて経営状態や財政状況を把握し、計画の達成に係る進捗を管理しま

す。ローリングは、本経営戦略の策定から５か年が経過する令和 7年度を目途に、投

資・財政計画（収支計画）における各項目の実績値の推移と計画値との乖離度合いを

評価・分析し、社会経済情勢の変化や地域の実情等を踏まえた上で、投資状況の適正

性の検証や、将来見通し及び経営状況の再評価を行い、「桜川市下水道事業運営審議

会」に報告し、目標の再設定と本経営戦略及び投資・財政計画（収支計画）の再策定

を行います。 

下水道事業の経営状況については、広報誌やホームページをはじめとする各種広報媒

体を活用し、積極的な情報発信を心掛け、水洗化率向上に係る啓発活動と併せて、本

市の下水道事業が本市で生活する住民にとって一層親しみ深いものとなるよう努めて

まいります。 

（図表 6-1）PDCAサイクル活用イメージ 

 

Ｐｌａｎ 

計画 

Ｄｏ 

実行 

Ｃｈｅｃｋ 

評価・検証 

Ａｃｔｉｏｎ 

改善 

 モニタリング（毎年度の進捗管理）  

・投資・財政計画における実績値の把握 

・計画との乖離の確認 

・経営指標の分析及び今後の取り組みの確認 

 ローリング（定期的見直し）  

・投資・財政計画の実績推移の把握 

・将来見通し、経営状況の再評価 

・投資内容及び計画の検証及び見直し 

・目標の再設定 



 

（別紙） 

 

1. 経営比較分析表（令和元年度決算） 

1-1 公共下水道事業令和元年度経営比較分析表 

1-2 農業集落排水事業令和元年度経営比較分析表 

1-3 特定地域生活排水処理事業令和元年度経営比較分析表 

 

2. 投資・財政計画（収支計画） 


