


資料１

法適前 （Ｈ28まで） 下水道事業特別会計

当年度の損益取引に基づくもの

投下資本の増減に関する取引

法適後 （Ｈ29以降） 公共下水道事業会計

⇒

地方公営企業法適用前と適用後の予算体系のイメージ図

収益的収入及び支出予算

資本的収入及び支出予算

経常的収入 資本的収入

資本的支出収益的支出

収益的収入

純利益収益的支出

資本的収入 補てん財源

資本的支出

収益的収入及び支出予算

資本的収入及び支出予算

収益的収入

純利益収益的支出

資本的収入 補てん財源

資本的支出

純利益（＝未処分利益剰余金）を利
益積立金（＝将来の欠損に備える
ための積立金）に処分（＝特定の使
途を与えること）し、平成30年度資
本的収支及び支出予算における補
てん財源に使用する。

30億9,466万6,501円

27億8,554万5,451円 3億912万1,050円

13億9,000万5,223円 7億3,586万2,968円

21億2,586万8,191円

30億8,807万4,556円

2億9,370万148円27億9,437万4,408円

14億7,626万2,000円

24億1,514万4,000円

9億3,888万2,000円

使用料収入、人件費（損益勘定分）、

支払利息等の維持管理費にかかわる

もの

企業債の発行、建設改良費、企業債

の償還等の建設事業費にかかわるも

の

［Ｈ29］

［Ｈ30］

公共下水道事業会計の決算の概要について

・本市の下水道事業は昭和４８年の事業着手から約３５年にわたり都市化の進展とともに施設の整備を進め

てきましたが、施設の老朽化の進行に加え、人口減少に伴う下水道使用料収入の伸び悩み、頻度を増す集

中豪雨への対応等、下水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。

・これらの課題を解決し、良質な下水道サービスを提供すべく、安定的で持続可能な事業運営をより強く進め

ていく必要があることから、平成２９年度から地方公営企業法の財務等の一部適用を行いました。

・経理方法が現金主義の単式簿記から発生主義の複式簿記に変わるとともに、予算体系は損益取引に基づ
く取引として収益的収入及び支出予算、また、投下資本の増減に関する取引として資本的収入及び支出予
算の２本建てとなっています。なお、収益的収入及び支出予算の消費税及び地方消費税抜き額の差引は経
営成績を表します。（右のイメージ図参照）。

・収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税抜き）は収益的収入総額３０億９，４６６万６，５０１円に対し、
収益的支出総額２７億８，５５４万５，４５１円で、収支差引３億９１２万１，０５０円の純利益（＝未処分利益剰余
金）が生じました。 なお、この未処分利益剰余金は利益積立金（＝将来の欠損に備えるための積立金）に
処分（＝特定の使途を与えること）しました。

・また、資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）は資本的収入額１３億９，０００万５，２２３円、資
本的支出額２１億２，５８６万８，１９１円でした。資本的収入額が資本的支出額に不足する額７億３，５８６万２，
９６８円は、公共下水道事業会計内部で留保される資金で補てんしました。

２．平成２９年度末の現金残高について

３．その他

・平成２９年度末における処理区域面積（＝下水道による処理が可能な面積）は約１，３０２ｈａとなり、前年度
と比較して約９ha増加しました。また、処理区域内人口は１２万６，９１６人で、行政区域内人口１３万２，４２３人
に対する汚水処理人口普及率（＝行政人口に対する下水道による処理が可能な人口の割合）は９５．８％で
あり、前年度と比較して０．１ポイント上昇しました。

・年間汚水処理水量は１，８７８万２２２ で、前年度と比較して７２万９，６９２ 増加しました。年間有収水量
（＝処理場で処理した全汚水量のうち下水道使用料徴収の対象となる水量）は１，６５８万８，４０８ であり、
有収率は８８．３％でした。

・汚水管渠整備事業は、汚水処理整備計画に基づき、市街化調整区域における汚水管の整備を推進してい

くとともに、４０分区（中河内地内及び本郷地内）及び３９分区（杉久保南一丁目地内）等の汚水管枝線工事を

実施し、下水道普及率の向上を目指し、生活環境の向上、河川等の汚濁防止に努めました。また、雨水管渠

整備事業は、雨水排水路等（国分、河原口、社家排水区）を計画的に整備することで、雨水を速やかに排除

するとともに、道路や宅地等の浸水被害を未然に防ぎ、安全で快適な住環境の向上を図りました。

１．発生主義の経理による公共下水道事業会計の決算状況について

下水道運営審議会配布資料
平成30年10月18日
まちづくり部 下水道課

・平成２９年度末時点における残高は、９億４，５８４万円で移行開始時点（２億７，４８６万円）と比較すると６億７，
０９８万円の増加となりました。これは年度末が週休日によるもので、企業債の定期償還が年度を跨いだため
です。なお、定時償還が約４億７，０００万円あるため、差し引いた約２億円が平成２９年度の増加分となります。



海老名市公共下水道管路施設ストックマネジメント基本計画の概要について 

１ 策定の背景 

近年他の市町村においてライフラインの老朽化による破損から、道路の陥没や下水道 

処理機能の停止等が多発しているため、平成２７年の下水道法の改正により、維持管理基

準が創設され、ストックマネジメントを推進することとなりました。 

     海老名市においても、昭和４７年から公共下水道(汚水)の整備事業を行っており、耐用

年数(５０年)を迎える管渠が増えてくることから、破損による影響が考えられます。 

今後は計画的な調査・点検、必要に応じて修繕等行っていく必要があります。 

２ 策定の目的 

将来に渡り調査・点検で状態を監視し、得られた結果から数年単位で修繕・改築計画を

立てることで、施設の延命化を図りながら破損等の発生を未然に防ぎ、コストの平準化及び

削減を図ることを目的とした「海老名市公共下水道管路施設ストックマネジメント基本計画」

を、海老名市下水道総合計画（下水道中期ビジョン）後期アクションプログラムに基づき、

平成２９年度に策定いたしました。 

３ 対象箇所・面積・延長 

   ・海老名市公共下水道処理区域  約１，３１８ha （【別紙①】参照願います） 

   ・海老名市内の汚水管全て  〇幹線・・約 ３３．４㎞ 

                      〇枝線・・約３０７．９㎞ 

                        合計・・約３４１．３㎞  

               〇伏越し部（河川等の下を横断する管渠）‥６箇所（２０スパン）     

４ 点検・調査箇所及び修繕・改築箇所における優先順位の決定方法（リスク評価） 

    本市の汚水管は約３４１㎞と膨大な中、点検・調査等の優先順位の決め方として、 

海老名市での被害発生リスクが高い項目を抽出し、決定しております。   

リスク評価による結果を踏まえ、【別紙②③④⑤】のとおり調査年度を決定しました。  

 　　 平成30年 6月 8日

　経済建設常任委員会資料

　　 まちづくり部 下水道課
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５ 施設管理の目標設定           

リスク評価を踏まえ、下水道施設の点検・調査及び修繕・改築に関する事業の 

効果目標（アウトカム）及び事業量の目標(アウトプット)を以下の表のとおり設定し 

ます。 

① 今後２０年間において、陥没事故の発生を０件に設定します。 

② 調査結果より適宜処置を行い、２０年目での割合を０％とします。 

  （平成２９年度以前の調査により判明した、緊急度Ⅰ及びⅡの割合が 5.6％） 

③ 管渠の耐用年数の５０年を、調査による劣化の早期発見と、適切な処置により、７

５年とすることで、ライフサイクルコストの低減が可能です。     

６ 点検・調査の頻度(予算は現在と同程度とした場合)            

全ての汚水管(約 341 ㎞)の調査には３０年かかります。 

幹線管渠          ⇒ ２０年/１サイクル（調査） 約 ３３．４㎞ 

その他管渠（幹線以外） ⇒ ３０年/１サイクル（調査） 約３０７．９㎞ 

腐食環境下（伏越し部） ⇒  ５年/１サイクル（点検） ６箇所（２０スパン） 

腐食環境下（伏越し部） ⇒ １０年/１サイクル（調査） ６箇所（２０スパン） 

    〇幹線については、１年目（平成３０年度）から４年目（平成３３年度）に平成２９年度時点

で未調査幹線に対して調査を行います。 

また、１２年目（平成４１年度）には、２０年に１度の調査サイクルのため、平成２９年度時

点で調査済箇所の点検を行います。 

①

②

③
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    〇腐食環境下のみ、下水道法により「腐食のおそれが大きい施設」については、５年に１

回以上の点検を義務付けされております。 

〇各管渠のこれからの調査・点検計画（案）は、【別紙⑥】を参照願います。 

※腐食環境下（伏越し部）とは、河川等の下を横断する管渠（ヒューム管=コンクリ 

ート管）の上下流部のことであり、硫化水素が発生しやすく、コンクリートの劣化から表面が剥

離し鉄筋の腐食が進行していく場所になります。

７ 縮減効果（改築・修繕費） 

    耐用年数である５０年から改築をしていく場合と、目標耐用年数を７５年とし、緊 

急度Ⅰについて効果的に改築・修繕を行っていく場合とでは、２１９億円の縮減効 

果を得ることができます。 

８ 今後の予定           

６月 ８日（金） 第２回定例会 経済建設常任委員会に報告予定 
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海老名市公共下水道処理区域

【別紙①】
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【別紙②】
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【別紙③】
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【別紙④】
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【別紙⑤】



1年目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

幹線管渠

【別紙②③④】

腐食環境下

【別紙①】

その他管渠（枝線）

【別紙⑤】

【別紙⑥】

作成
※1

作成
※1

作成
※1

※幹線管渠及び腐食環境下については、線的管理並びに重要施設管理として、テレビカメラ調査を行う。

作成
※1

作成
※1

作成
※1

調査 調査 調査 調査調査 調査 調査 調査 調査

修繕・改築計画

調査 調査 調査 調査 調査 調査 調査

調査 点検

調査 調査 調査

調査 調査 調査 調査

点検調査 調査

調査 調査 調査

点検・調査計画（案）

点検

点検調査 調査 調査 調査

修繕・改築工事
工事
※２

工事
※２

工事
※２

工事
※２

工事
※２

工事
※２

工事
※２

工事
※２

工事
※２

工事
※２

工事
※２

工事
※２

全ての事業で交付金の対象事業になります（補助率１/２）。

工事
※２

工事
※２

工事
※２

工事
※２

工事
※２

工事
※２

工事
※２

工事
※２

※腐食環境下の点検時には、管口カメラ調査とする。

※その他管渠は調査延長が膨大なため、簡易テレビカメラによるスクリーニング調査とし、異常が確認された際にテレビカメラ調査を行う。

※１　調査の結果、改築等の必要が無い場合は作成いたしません。

※２　※１の状況の場合、工事は行いません。

※平成４１年度については、平成２９年度以前に調査した箇所のため、簡易テレビカメラによるスクリーニング調査とする。
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