
 

 

１ 計画期間 

 

 本計画は，京都市京北上弓削農業集落排水事業（以下，「農業集落排水施設」という。）

の現状と課題を踏まえ，経営の健全化と効率化のための取組を示したもので，計画期間は，

平成 29年度から平成 38年度までの 10年間とします。 

なお，経営状況や社会情勢を見据えつつ，随時見直しを図っていきます。 

 

 

２ 概要 

 

（１）地域の概要 

農業集落排水施設は京都市右京区京北地域に位置

しており，当該地は京都市の北西部に位置し，西と

北は南丹市に接しています。 

面積は，217.68km2で京都市全体の 4分の 1を占め，

その約 93％が豊かな森林となっています。 

住民の生活は，桂川及びその支流に開けた平野部

を中心に営まれており，300 戸に満たない規模の 64

集落が散在しています。 

 

（２）地区の概要 

農業集落排水施設は京都市右京区京北地域のうち

上弓削地区を処理区域（計画処理人口 810 人）とし

ており，十一（じゅういち），沢尻（さわじり），上

川（かみかわ），下川（しもかわ），筒江（つつえ）

の 5集落が存しています。 

  なお，京北地域のうち上弓削地区以外の汚水処理 

については，京北特定環境保全公共下水道（計画処 

理人口 3,500人）により実施している地区もありま 

す。 
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（３）施設の概要 

  施設位置：右京区京北上弓削町筒江 4番地の 1 

処理施設：汚泥終末処理場(上弓削浄化センター)  

敷地面積 1,944m2 

      鉄筋コンクリート造平屋建て 

      延床面積 197.4m2    

計画処理人口 810人（228戸） 

区域面積   21.3ha 

処理方式   回分式活性汚泥方式  

管路施設：下水道管 L＝11,546m 

     最大口径 200㎜，最少口径 75㎜ 

マンホール：461箇所 

     内訳 処理場外マンホールポンプ井 1箇所 

        マンホールポンプ井 18箇所 

        管理用マンホール 442箇所 

建設期間：平成 11年度～15年度 

計画汚水量：表１のとおり 

 

＜表 1＞ 

項    目 単 位 汚水量 備    考 

日計画汚水量 Q m3/日 243 
計画対象人口（810 人） 

×単位汚水量（300L/人） 

日最大汚水量 Qmax m3/日 267.3 Q×110%（地下水※10%見込む） 

日平均汚水量 Qave m3/日 218.7 Q×80%+Q×10% 

計画時間最大汚水量 Qhmax m3/日 26.3 (Q×2.5＋Q×20%)×1/24 

 m3/hr 0.44  

 L/min 7.31  

平均時間最大汚水量 Qhmav L/sec/人 0.033 Qhmax÷計画対象人口 

※地下水≒不明水のこと 



３ 現状と課題 

 

（１）施設に関する事項 

当施設は，供用開始から 10年以上が経過しているため，耐用年数を超えた機器もあ 

り，老朽化が進んでいます。そのため，今後は補修等に伴う修繕費の増加が避けられな 

い状況です。 

   なお，災害等の不測の事態が発生した場合に備えて，非常用発電機による電源の確保，

施設維持管理業務の外注による緊急対応が可能な体制の確保を図っています。 

また，降雨時に処理量が一時的に増加することが判明しており，これは雨水管の誤接

続や管路破損により雨水等が流入する「不明水」が原因と思われますが，詳細な実態把

握ができていないことが課題となっています。 

 

（２）運営に関する事項 

農業集落排水施設の使用料は，窓口，口座振替，指定金融機関での支払いのみである

ため，利便性の向上が求められていました。平成 29 年度からは農業集落排水施設の使用

料の計算や徴収などの業務を京都市上下水道局に委任し一元管理することで，2 箇月ごと

の請求となり，コンビニエンスストア等での支払いも可能となります。また，汚水排除

の開始や中止等の届出についても，インターネットやファックスによる受付のほか，土・

日曜・祝日にも受付できる体制を整備し，利便性を高めるとともに効率的な運営を行い

ます。 

なお，安定した運営のためには，事業を支える人財の育成が最も重要となりますが，

新たに配置された職員等が，円滑に日常的な施設の維持管理ができるような業務マニュ

アルの整備や，業務の委託化等により，現場で直接技術を発揮する機会が少なくなるこ

とに伴い，専門知識の継承が形骸化することが課題となっています。 

 

（３）経営に関する事項 

平成 27 年度末の収益的収支比率※は 67％であり，平成 26 年度末の 43％と比較すると

改善が見られます。これは地方債償還金が減ったことによるものであり，依然として，

収益的収支比率は 100％を下回っているため，使用料収入で施設の維持管理費を賄えてい

ない状況にあります。また，近い将来，基金が枯渇し，繰入金が見込めなくなります。 

このような中，水洗化率は＜表 2＞のとおり平成 27年度末で 90％となっており，今後，

大きな使用料の増収が見込めない状況です。また，平成 29年度からは，公共下水道と同

一の料金体系に改定（参考 1）したことに伴い減収となるため，抜本的な経営改善を図る

ことが課題となっています。 

※使用料収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方債償還金を加えた費用をどの程度賄えているか

を表す指標です。収益的収支比率＝総収益/（総費用＋地方債償還金）÷100 



 

＜表 2＞ 水洗化率の推移 

 

＜参考 1＞ 使用料の改定状況 

 平成 28年度まで 平成 29年度から 

条例上の使用料 

（20㎥あたり） 
3,500円 1,830円 

 

 

４ 目指すべき方向性 

 

（１）安心・安全で災害に強い施設の実現 

  平成 29年度に施設の長寿命化に向けた計画を策定し，老朽化した施設の維持管理を図

るためＰＤＣＡサイクル※により施設を健全に保ち，安心・安全で災害に強い施設の実現

を目指します。 

  ※計画策定（Plan）と実行（Do），評価（Check）と見直し（Action）を行い継続的に施設を維持していくこと。 

 

（２）環境への負荷が少ない施設の実現 

  水質汚濁の原因となる富栄養化※は窒素濃度の上昇等により発生するため，水環境の保

全のためには窒素抑制が必要となります。上弓削地区の処理施設は，窒素の除去が可能

な高度処理に対応する施設であるため，今後も継続して高度処理を実施するとともに，

処理後の放流水の水質基準＜表 3＞の達成の確認を行うことで環境への負荷が少ない施

設の実現に努めます。 

  ※海水や川の水にふくまれる栄養分が自然の状態より増えすぎること。 

 

  ＜表 3＞ 処理後の放流水の水質基準 

水質項目 計画放流水質 

BOD 10mg/L以下 

SS 50mg/L以下 

COD 総量規制 40mg/L  ＊計画汚水量を乗じて算出される COD負荷量以下 

 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

処理区域内人口(人) 631 628 616 610 591 568 551 528 539 502 512 

処理区域内接続人口(人) 483 518 519 513 504 481 469 445 463 448 463 

水洗化率(%) 77 82 84 84 85 85 85 84 86 89 90 



（３）持続可能で安定的な施設の実現 

 農業集落排水施設の施設利用率※が低いため，効率的な施設稼働となっていないと考え

られます。効率的な運営に向けて，施設規模の適正化を図るため，既存処理施設の処理

能力や耐用年数を鑑みて現状分析を行ったうえで，今後の農業集落排水施設の事業の在

り方について検討を行い，持続可能で安定的な施設の実現を目指します。 

  ※平成27年度末で49％ 施設利用率＝晴天時一日平均処理水量/晴天時現在処理能力×100  

 

（４）地域から信頼されるサービスの実現 

  右京区京北地域は，上弓削地区を農業集落排水，その他の地区を京北特定環境保全公

共下水道により対応していますが，利用者の満足度を高めるため，これら双方の使用料

を平成 29年度から公共下水道と同一の料金体系に改定を行います。 

また，積極的な情報発信や，情報開示により，今後も地域内での利便性に不公平が生

じないよう努め，地域から信頼されるサービスの実現を図ります。 

 

（５）将来にわたる安定した運営と経営の実現 

  収支計画に基づくと，近い将来，基金からの繰入金が見込めなくなります。そこで，

今後の維持管理の在り方を検討し，施設の長寿命化，施設機能の最適化等の計画的かつ

効率的な施設運営に向けた維持管理計画の策定を行うことで，将来にわたる安定した運

営と経営の実現を目指します。 

 

 

５ 収支計画 

 

（１）投資及び財政の計画の前提条件 

  収益的収支の営業費のうち，職員給与費，その他（動力費，委託費等）は，平成 29年

度の予算額をベースに同水準で算定しました。なお，修繕費は，施設の老朽化が今後も

進むことから，平成 29 年度の事業費をベースに，毎年 5％ずつ増加していくと予測して

算定しました。 

  また，平成 29年度に策定する長寿命化に向けた計画に基づき，修繕費等は見直しを検

討します。 

 

（２）投資及び財政の計画 

  計画期間における投資及び財政の計画は＜表 4＞のとおりです。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜表 4＞ 

投資及び財政の計画 

（収支計画） 



（表４の解説） 

 

Ⅰ 収益的収支 

 □ １－（１）－ア 料金収入 

   使用料収入を計上しており，使用者戸数は変動無いと仮定している。 

   平成 29年度に使用料が改定されたことに伴い減額となっている。 

 □ １－（１）－ウ その他 

   過年度収入（手数料）を計上しており，平成 28年度予算をベースに変動無いと仮定している。 

 □ １－（２）－ア 他会計繰入金 

   農業集落排水事業運営費，公債償還費及び予備費の補助のための一般会計からの繰入を計上してい 

る。活用している基金も減少していくため，他会計からの繰入金を増額する試算としている。 

□ １－（２）－イ その他 

  府補助金，過年度収入（分担金），保険収入及び財産運用収入を計上している。 

  平成 29年度は農業集落排水処理施設の長寿命化計画策定のための府補助金 5,000千円を計上してい 

る。過年度収入（分担金）及び保険収入は平成 29年度予算をベースに変動無いと仮定している。 

 □ ２－（１）－ア 職員給与費 

   京北農林業振興センターの職員１名分の給料，手当及び共済費について，平成 29年度予算をベース 

に変動無いと仮定して計上している。 

 □ ２－（１）－イ その他 

   施設運営に必要な電気代，水道代，通信運搬費，修繕費，委託料等から公債事務費を除いた額を計 

上している。電気代，水道代，通信運搬費及び委託料は平成 29年度予算をベースに変動無いと仮定し 

ており，修繕費は平成 29年度以降，毎年 5%ずつ増加する試算をしている。なお，平成 29年度は長 

寿命化計画策定のための委託費 9,000千円が計上されている。 

 □ ２－（２）－ア 支払利息 

   下水道債利子を計上している。 

 

Ⅱ 資本的収支 

 □ １－（７） その他 

   基金繰入金を計上している。平成 27年度末時点の基金残高は 54,067千円 

 □ ２－（２） 地方債償還金 

   下水道債償還金を計上している。 

 

Ⅲ 地方債残高 

 □ 農業集落排水事業借入別返済表に基づき計上している。 



（３）投資についての説明 

  既存施設の中には，標準的な耐用年数を経過した機器があり，老朽化による突発的な

故障等が想定されます。今後は計画的な改修や更新を進める必要があります。 

  そこで，平成 29年度に農業集落排水施設の長寿命化に向けた計画を策定し，改修や更

新の優先度を把握し，効率的かつ効果的な管理手法等を検討した上で，これに基づき必

要な修繕費等の確保を行います。 

 

（４）財源についての説明 

  収益的収入は，営業収益にあたる料金収入，営業外収益にあたる一般会計繰入金に区

分されます。このうち，料金収入については，今後，地区内の人口増加に伴う水洗化人

口の大きな増加が見込めないことに加えて，平成 29 年度から使用料が公共下水道と同一

料金体系になることに伴い，減収となります。 

  また，一般会計からの繰入金については，今後，基金が枯渇し，繰入金が見込めなく

なるため，一般会計からの繰入金による収支の均衡に頼らざるを得ない状況となります

が，可能な限り経費の圧縮を図り，一般会計からの繰入金の軽減に努めます。 

 

 

６ 今後の取組 

 

（１）施設に関する事項 

平成 29年度に施設の長寿命化に向けた計画を策定し，これに基づき機器の点検と改修

を繰り返すことで，持続的に施設全体の健全化を図ります。 

なお，処理施設やマンホールポンプ等の管理業務は，民間企業に委託しており，管理

委託の中で発見される機器不良や故障などについて，市職員が状況を確認したうえで修

理や交換などの調達事務を行うなど，引き続き，適切で効率的な管理業務を行っていき

ます。 

また，「不明水」については，処理施設への流入データと降雨データを比較検討するな

ど，原因究明を実施し，管路への流入防止と施設への負荷軽減を図ります。 

 

（２）運営に関する事項 

平成 29年度から検針や料金計算などの使用料に係る各業務を京都市上下水道局へ委任

することで，利便性の向上が期待できるため，今後も京都市上下水道局と連携し，公平

な住民サービスの実現に努めます。 

なお，利用者にとって必要な情報を「市民しんぶん」やホームページを通じて，わか

りやすく伝えるよう努めます。 

また，事業規模や業務内容を常に把握し，組織形態，職員数，業務量の整合性を図る



とともに，担当する職員には，事業に係る専門知識の習得，経営感覚の向上につながる

各種研修への積極的な参加を促すことで，職員の育成，資質の向上に努めます。 

 

（３）経営に関する事項 

今後，地区内の人口増加が見込めないことや，平成 29年度からの使用料の改定に伴う

減収により，使用料収入の増収が見込めない一方で，管渠，マンホールポンプ及び，処

理施設の老朽化に伴う維持管理費は増大する見込みであり，使用料収入のみで現在の施

設を維持管理していくことは困難な状況となっているため，平成 29年度に経営の健全化

に向けて長寿命化計画を策定します。 

なお，効率的な経営を目指し，今後，農業集落排水施設の事業の在り方について検討

を行っていきます。 

 

 

 


