
◆◆◆◆ 計計計計 画画画画 策策策策 定定定定 のののの 趣趣趣趣 旨旨旨旨 ・・・・ 経経経経 過過過過 ◆◆◆◆

伊那市下水道事業経営健全化計画 第3改訂版 概要版

①①①① 平成平成平成平成19191919年度は８億年度は８億年度は８億年度は８億7,9507,9507,9507,950万円、平成万円、平成万円、平成万円、平成20202020年度は５億年度は５億年度は５億年度は５億1111,554554554554万円の純損失決算万円の純損失決算万円の純損失決算万円の純損失決算

②②②② 平成平成平成平成21212121年度以降も大幅な純損失の見込み年度以降も大幅な純損失の見込み年度以降も大幅な純損失の見込み年度以降も大幅な純損失の見込み

③③③③ 平成平成平成平成21212121年度以降、下水道事業独自では建設改良等の補てん財源が確保できない年度以降、下水道事業独自では建設改良等の補てん財源が確保できない年度以降、下水道事業独自では建設改良等の補てん財源が確保できない年度以降、下水道事業独自では建設改良等の補てん財源が確保できない

経営の危機を迎えていた伊那市の下水道事業

そこで・・・そこで・・・そこで・・・そこで・・・

組組組組 ◆◆◆◆画画画画 策策策策 定定定定 にににに るるるる 主主主主 なななな 取取取取よよよよ◆◆◆◆ 計計計計

そこで・・・そこで・・・そこで・・・そこで・・・

伊那市下水道事業経営健全化計画 （平成21年11月）

伊那市下水道事業経営健全化計画改訂版 （平成22年８月）

伊那市下水道事業経営健全化計画第二改訂版（平成25年２月）

を策定

家屋間限界距離、マンホー

ルポンプ区域の見直しによ

る事業費の圧縮

整備地域の集落単位での

見直しによる事業費の圧縮

美篶団地汚水処理施設の

統合

下水道使用料の14.5％改定

と旧３市町村間の統一

平成平成平成平成21212121年度年度年度年度 平成平成平成平成22222222年度年度年度年度 平成平成平成平成23232323年度年度年度年度 平成平成平成平成23232323年度年度年度年度

収入 増年 1,500万円 収入 増年 8,800万円総事業費の減12億円 総事業費の減114億円

計計計計 画画画画 にににに 基基基基 づづづづ くくくく 果果果果 ◆◆◆◆取取取取 組組組組 のののの 成成成成◆◆◆◆

農集処理場管理委託の地

域一括契約の導入

農集移動脱水車の廃止に

よる汚泥処理費の削減

農集小原処理場の公共高

遠処理区への統合

補助金の交付や接続指導の

導入による水洗化率向上策

の実施

平成平成平成平成23232323年度年度年度年度 平成平成平成平成23232323年度年度年度年度 平成平成平成平成25252525年度年度年度年度 平成平成平成平成25252525年度年度年度年度

収入 増年 1,500万円 収入 増年 8,800万円
支出 減年 300万円 水洗化率１％UPにつき年1,350万円の収入増

総事業費の減12億円 総事業費の減114億円
支出 減年 500万円支出 減年 500万円

△ 5,357424050,000 【経営成績（純損益）】万円 384 150 100 200 300 400 億円【企業債残高】90.0%100.0% 【水洗化率】

19市平均91.8%類似団体平均84.2%

◎H25に単年度収支で初の黒字化となり、 ◎県下19市や類似団体の平均には ◎H21のピーク時から約22億円減少。

　当初の目標(H27)を２年前倒しで達成。 　及ばないが着実に増加している。 　資本費平準化債の割合が増加。

下下下下 水水水水 道道道道 事事事事◆◆◆◆ なななな おおおお 残残残残 るるるる 業業業業 のののの 課課課課 題題題題 ◆◆◆◆

△ 87,950△ 51,554△ 38,632△ 26,833△ 8,139 △ 5,357424△ 150,000△ 100,000△ 50,000050,000
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

384333 1544
0 100 200 300 400H21H25

億円
建設改良 準建設改良(資本費平準化債等)

(1) (1) (1) (1) 企業債残高の縮減企業債残高の縮減企業債残高の縮減企業債残高の縮減 ((((平成平成平成平成25252525年度末で下水道事業年度末で下水道事業年度末で下水道事業年度末で下水道事業377377377377億円億円億円億円 一般会計起債残高一般会計起債残高一般会計起債残高一般会計起債残高344344344344億円億円億円億円))))

(2) (2) (2) (2) 水洗化率の向上（平成水洗化率の向上（平成水洗化率の向上（平成水洗化率の向上（平成24242424年度末は県内年度末は県内年度末は県内年度末は県内19191919市平均市平均市平均市平均91.891.891.891.8％と比較してもまだ％と比較してもまだ％と比較してもまだ％と比較してもまだ10101010％以上低い％以上低い％以上低い％以上低い))))

(3) (3) (3) (3) 施設稼働率の向上施設稼働率の向上施設稼働率の向上施設稼働率の向上 ((((下水道全事業で下水道全事業で下水道全事業で下水道全事業で18181818の施設が市内に分散の施設が市内に分散の施設が市内に分散の施設が市内に分散 うちうちうちうち11111111施設が稼働率施設が稼働率施設が稼働率施設が稼働率50505050％以下％以下％以下％以下))))

(4) (4) (4) (4) 原価回収率の向上と汚水処理原価の圧縮原価回収率の向上と汚水処理原価の圧縮原価回収率の向上と汚水処理原価の圧縮原価回収率の向上と汚水処理原価の圧縮 ((((汚水量の減少に備え、汚水処理原価の更なる圧縮汚水量の減少に備え、汚水処理原価の更なる圧縮汚水量の減少に備え、汚水処理原価の更なる圧縮汚水量の減少に備え、汚水処理原価の更なる圧縮))))

(5) (5) (5) (5) 「維持管理の時代」に向けての対策「維持管理の時代」に向けての対策「維持管理の時代」に向けての対策「維持管理の時代」に向けての対策 ((((投資した事業資産の更新を計画的、効率的に実施投資した事業資産の更新を計画的、効率的に実施投資した事業資産の更新を計画的、効率的に実施投資した事業資産の更新を計画的、効率的に実施))))

66.0% 81.6% 83.7%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%
H21年３月 H25年３月 H26年３月

19市平均91.8%類似団体平均84.2%

(4) (4) (4) (4) 原価回収率の向上と汚水処理原価の圧縮原価回収率の向上と汚水処理原価の圧縮原価回収率の向上と汚水処理原価の圧縮原価回収率の向上と汚水処理原価の圧縮 ((((汚水量の減少に備え、汚水処理原価の更なる圧縮汚水量の減少に備え、汚水処理原価の更なる圧縮汚水量の減少に備え、汚水処理原価の更なる圧縮汚水量の減少に備え、汚水処理原価の更なる圧縮))))

(5) (5) (5) (5) 「維持管理の時代」に向けての対策「維持管理の時代」に向けての対策「維持管理の時代」に向けての対策「維持管理の時代」に向けての対策 ((((投資した事業資産の更新を計画的、効率的に実施投資した事業資産の更新を計画的、効率的に実施投資した事業資産の更新を計画的、効率的に実施投資した事業資産の更新を計画的、効率的に実施))))



健全な経営

ＳＴＥＰ

ＪＵＭＰ

 ○使用水量の減少予測に対し
 　できるだけ値上げをせずに
 　事業経営を継続

経営目標経営目標経営目標経営目標 ：：：： 時時時時代代代代のののの変変変変化化化化にににに対対対対応応応応ででででききききるるるる持持持持続続続続的的的的なななな事事事事業業業業経経経経営営営営

脱却

◆◆◆◆ 伊伊伊伊 那那那那 市市市市 経経経経下下下下 水水水水 道道道道 事事事事 業業業業 営営営営 でででで はははは健健健健 全全全全 計計計計 画画画画 第第第第 ◆◆◆◆化化化化 (((( ))))3333 改改改改 訂訂訂訂 版版版版

【 待ち受ける厳しい環境 】

人 口 の 減 少

節 水 意 識 の 高 ま り

 第３改訂版(目標～平成34年度)は この辺りまでとなります。
経営方針経営方針経営方針経営方針 ：：：： 四四四四本本本本のののの柱柱柱柱をををを基基基基本本本本にににに事事事事業業業業経経経経営営営営のののの健健健健全全全全化化化化をををを図図図図るるるる

 ○黒字経営の継続による
 　累積損失の解消と
 　今後の資産更新のための
 　留保資金の確保

 　事業経営を継続

ＨＯＰ

○赤字決算の縮小健全化計画(第２改訂版まで)の運用 平成25年度の状況

○収益的収支の単年度黒字化

 　単年度収支　　　　　424万円
 　累積赤字額　△21億8,041万円

ＳＴＡＲＴ

事業費の圧縮 収入の確保 維持管理経費の削減 経営基盤の強化

伊那浄水管理センター
重点項目重点項目重点項目重点項目

・企業債の新規発行額を償還額よりも抑えることで、未償還残高を縮減します。・３％以上の利率の借り入れについて、任意での繰上償還を検討します。・元金償還の据置期間を一部廃止し、支払利子の圧縮を図ります。・持続可能な管理体制を整えるためにアセットマネジメントを実施し、下水道長寿命化計画を策定します。

・処理場の統廃合を進め効率化を図ります。【平成32年度に小出北部等３か所の統合を目指す】・包括的な民間委託について検討を進め、順次実施します。・一定期間を経過した施設の健全度を把握し、局部的な対策を講じることで施設全体としての長寿命化を図ります。・小出島浄化センターの移動脱水車を廃止し固定脱水機を設置して、維持管理費削減を図ります。

・水洗化率の目標を設定し、達成に向けてさらなる促進に取り組みます。【目標：平成37年３月に90％】・殿島団地汚水浄化施設の、公共下水道への統合を行います。・汚水処理原価に見合う適正な下水道使用料の改定を、３年毎に検討します。・下水道使用料や受益者負担金の徴収に努め、未収金の削減を図ります。

・伊那浄水管理センターの処理池を６池のまま凍結します。・経営の状況を見ながら、整備区域の見直しや、優先整備区域の検討を行っていきます。・排出汚水量の少ない企業立地などの場合、あらかじめ採算を検証し、一般会計から補助を受けなければ採算が取れない場合は、公営企業として設備投資は行わないこととします。

事業費の圧縮 収入の確保 維持管理経費の削減 経営基盤の強化

取り組みます！ 取り組みます！ 取り組みます！ 取り組みます！

　経営健全化計画による取り組み

により、平成25年度に収支が黒字

に転じましたが、累積赤字は依然

約22億円あります。平成34年度に

面整備終了予定で事業費が縮小し

ていきますが、企業債償還金が増

加し平成30年度以降10年位は年30

億円の返済が必要で、財源不足と

なります。

　事業経営を継続していくために

早期に累積赤字を解消し、財源を

確保していかなければならないた

下下下下 水水水水 道道道道 事事事事 業業業業 経経経経 営営営営 シシシシ ミミミミ ュュュュ レレレレ ーーーー シシシシ ョョョョ ンンンン とととと 考考考考 察察察察
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純損益（億円）収入・支出（億円） 収益的収支予測 収益的収入収益的支出H29及びH32に15％の使用料改定を見込む
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収入・支出（億円） 資本的収支予測 補てん財源不足補てん財源残高補てん財源資本的収入企業債償還金 確保していかなければならないた

め、使用料の値上げ改定の検討が

必要です。H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H340

10

20 資本的収入企業債償還金建設改良費


