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１ 上下水道局運営方針について 

  上下水道局では，これまで平成 19 年 12 月に策定した「京（みやこ）の

水ビジョン」とその前期 5 箇年の実施計画である「京都市上下水道事業中期

経営プラン（2008-2012）」に基づき，事業推進と経営効率化，財政健全

化に取り組んできました。  

  平成２５年３月に，後期５箇年の新たな実施計画である「上下水道事業  

中期経営プラン（2013-2017）」を策定しました。新たなプランでは，   

水需要動向の一層の厳しさや施設の老朽化の更なる進行など，今日の事業 

課題に対応するとともに，水ビジョンに掲げた施策目標の実現を目指し， 

「市民の皆さまのくらしを支える安全・安心な上下水道の整備と持続可能な

上下水道サービスの提供に向けた経営基盤の強化」を目標として掲げ，特に

力を入れて取り組んでいく「５つの重点項目」を着実に推進します。 

とりわけ，今年度は，「上下水道事業 中期経営プラン（2013-2017）」

の初年度として事業を着実に推進するとともに，「上下水道料金の改定」の

説明責任をしっかりと果たしていきます。 

 

  

水田雅博京都市公営企業管理者上下水道局長からのメッセージ   

山紫水明の美しいまち・京都に暮らす市民の皆さまの安全・安心で

快適な暮らしを支える上下水道事業は，先人たちの大粒の汗とともに

築き上げてこられました。 

上下水道局は，永年にわたる歴史の中で培ってきた「京都のライフ

ラインを守る！」という使命を全職員がしっかりと胸に刻み，50 年

後，100 年後の未来にもこの貴重なライフラインを繋ぐべく，全力

投球してまいります！ 

事業推進計画

第５期効率化

推進計画 

財 政 基 盤

強化計画 

20 年度 

25 年度 29 年度 
 

京(みやこ)の水ビジョン 
（2008-2017） 

中期経営プラン 
（2013-2017） 

(現行) 

中期経営プラン(2008-2012) 

企業改革プログラム 

プランを構成する計画 

 

中期経営プラン 

（2013－2017） 

に掲げる 

５つの重点項目 

 

①改築更新の推進 
②災害対策の強化 
③環境対策の充実 
④お客さま満足度の
向上 

⑤経営基盤の強化 
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２ 平成２５年度の主な事業について 

 （１）局運営の総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成２４年度

取組/目標 計画・条例等 取組/実績

重点項目１　改築更新の推進

水道部管理課，
給水課，
配水課，
水道管路建設事務
所

【水道配水管の更新の推進】
・配水管布設替工事の実施　20km
・補助配水管布設替工事の実施　8km
・配水管更新率　0.8%
・洛西地域における配水管腐食対策の完了

水道施設耐震
化計画

【配水管の計画的な更新】
・配水管布設替工事の実施延長　15.4km
・補助配水管布設替工事の実施延長　7.0km
・配水管更新率　0.6％
・洛西地域における配水管腐食対策の実施　5.4km

下水道部管理課,
下水道建設事務所,
計画課,
設計課,
各下水道管路管理
センター

【下水道管路施設の計画的な点検・改築更新】
・老朽化した下水道管路の調査，管更生及び布設替工
事実施　20km
・重要な下水道管路の耐震化工事実施　8km
・下水道管路地震対策率　64.6％
・下水道管路調査・改善率　0.7％

下水道総合地
震対策計画

【下水道管路施設の計画的な点検・改築更新】
・老朽化した下水道管路の調査，管更生及び布設替工
事実施　9.8km
・重要な下水道管路の耐震化工事実施　13km
・下水道管路地震対策率　58.9％
・下水道管路調査・改善率　0.7％

②
基幹施設の機能維持・向上のための
改築更新

水道部管理課，
水道部施設課，
各浄水場，
疏水事務所，
下水道建設事務
所，
ポンプ施設事務
所，
設計課

【浄水場，水環境保全センター等の改築更新】
・蹴上浄水場第１高区配水池改良工事着手
・洛西配水場電気・ポンプ設備取替工事完了
・鳥羽水環境保全センターB系最初・最終沈殿池改築更
新工事実施

水道施設耐震
化計画，
下水道総合地
震対策計画

【浄水施設等の改築更新】
・松ケ崎浄水場下水放流設備改良工事の実施中
・蹴上浄水場排水施設改良（土木）工事の完了
・蹴上浄水場排水施設改良（設備）工事の実施中
・蹴上浄水場第２低区配水池内面改良工事の完了
・新山科浄水場1・2系ろ過池改修工事の実施中
・新山科浄水場排水処理汚泥圧送管布設工事の実施中
・洛西配水場遠隔監視制御施設取替工事の実施中
 ・各センター及びポンプ場の改築更新継続工事（３０
件）実施中（１２件），工事完了（１７件）

水道部管理課，
水道部施設課，
各浄水場，
下水道部施設課，
計画課

【浄水場排水の下水道での一体処理化】
・給水区域再編のための配水系統の切替作業の完了
・松ケ崎浄水場下水放流設備改良工事実施
・新山科浄水場排水処理汚泥圧送管布設工事実施

【浄水場の施設規模の適正化】
・給水区域再編のための配水系統の切替作業の実施
・山ノ内ポンプ場整備工事の完了
・蹴上浄水場1・2号ちんでん池築造工事の完了
・山ノ内浄水場の廃止

【浄水場排水の下水道での一体処理化】
・蹴上浄水場排水施設改良（土木）工事の完了
・蹴上浄水場排水施設改良（設備）工事の実施中
・松ケ崎浄水場下水放流設備改良工事の実施中
・新山科浄水場排水処理汚泥圧送管布設工事の実施中

下水道部施設課,
計画課,
設計課

【下水処理における鳥羽・吉祥院処理区の統合】
・処理区の統合及び支所化の実施
・幹線管路の切替えに係る調査・検討の実施

【下水処理における鳥羽・吉祥院処理区の統合】
・統合に向けた関連施設計画の検討

重点項目２　災害対策の強化

水道部管理課，
給水課，
配水課，
水道管路建設事務
所，
水道部施設課,
新山科浄水場,
疏水事務所

【水道システムの耐震性向上】
・配水管耐震化工事の実施　28km
（布設替え20km，新設8km）
・補助配水管耐震化工事の実施　14km
（布設替え8km，新設6km）
・蹴上浄水場第1高区配水池改良工事着手

水道施設耐震
化計画

【水道システムの耐震性向上】
・配水管耐震化工事の実施延長　17.8km
・補助配水管耐震化工事の実施延長　10.1km
・水道管路の耐震化率　9.4％
・水道の主要管路の耐震適合性管の割合　42.2％
・疏水路改良工事の完了
・蹴上浄水場第1高区配水池改良工事の実施設計完了

水道部管理課,
水道部施設課,
新山科浄水場,
疏水事務所

【導水施設の２系統化によるバックアップ体制の強
化】
・新山科浄水場第２導水トンネル築造の実施設計の実
施

【導水施設の２系統化によるバックアップ体制の強
化】
・新山科浄水場第２導水トンネル建設ルートの地権者
に関する調査終了

配水課,
水道管路建設事務
所

【連絡幹線配水管の布設】
・御陵連絡幹線配水管布設（その10）工事実施

【連絡幹線配水管の布設】
・御陵連絡幹線配水管布設（その10）工事実施設計の
実施中

【老朽化した下水管の耐震性向上】
・老朽化した下水道管路の調査，管更生及び布設替工
事の実施　20km
・下水道管路地震対策率　64.6％（①ー①再掲）
・下水道管路調査・改善率　0.7％（①ー①再掲）

下水道総合地
震対策計画

【下水経年管路の耐震性向上】
老朽化した管路の調査，管更生及び布設替工事実施
9.8km
・下水道管路地震対策率　58.9％（①ー①再掲）
・下水道管路調査・改善率　0.7％（①ー①再掲）

【下水道施設の地震対策の強化 】
・重要な下水道管路の耐震化工事実施　8km
・水環境保全センターの管廊継手部の地震対策工事実
施
・災害用マンホールトイレの整備工事実施
・下水道管路地震対策率　64.6％（①ー①再掲）
・下水道管路調査・改善率　0.7％（①ー①再掲）
・下水道施設（建築）の耐震化率　74.2％

下水道総合地
震対策計画

【重要管路や基幹施設の耐震性向上】
・重要な管路の耐震化工事実施　13km
・水環境保全センターの管廊継手部の地震対策工事実
施
・災害用マンホールトイレの整備工事実施
・下水道管路地震対策率　58.9％（①ー①再掲）
・下水道管路調査・改善率　0.7％（①ー①再掲）
・下水道施設（建築）の耐震化率　74.2％

下水道建設事務
所，
計画課，
設計課

【地下街等を有する地区の浸水対策 】
・京都駅周辺地区における塩小路幹線の整備工事実施
・山科駅周辺地区における山科三条雨水幹線の整備工
事実施
・雨水整備率(10年確率降雨対応)　20.1％

【地下街等を有する地区の浸水対策】
・京都駅周辺地区における塩小路幹線の整備工事実施
・山科駅周辺地区における山科三条雨水幹線の整備工
事着手
・雨水整備率(10年確率降雨対応)　19.5％

下水道建設事務
所，
計画課，
設計課

【河川整備等と連携した総合的な治水対策の推進】
・阪急桂駅東側地域（新川流域）における新川6号幹線
の設計
・雨水整備率(10年確率降雨対応)　20.1％（②－⑤再
掲）

【河川整備等と連携した総合的な治水対策の推進】
・雨水整備率(10年確率降雨対応)　19.5％（②－⑤再
掲）

下水道部管理課
下水道建設事務所,
計画課,設計課，
各下水道管路管理
センター

【浸水被害発生箇所の解消】
・雨に強いまちづくり推進計画に基づく取組の推進
・雨水整備率(10年確率降雨対応)　20.1％（②－⑤再
掲）

【浸水被害発生箇所の解消】
・雨に強いまちづくり推進計画に基づく取組の推進
・雨水整備率(10年確率降雨対応)　19.5％（②－⑤再
掲）

下水道部管理課,
下水道建設事務
所，
設計課

【雨水流出抑制の推進】
・雨水貯留施設設置助成金制度の実施 120件
・雨水浸透ます設置助成金制度の実施 40基
・雨水貯留や雨水浸透による雨水流出抑制の推進

【雨水流出抑制の推進】
・雨水貯留施設設置助成金制度の実施 133件
・雨水浸透ます設置助成金制度の実施  0基

総務課,
技術監理室監理
課，
水道部管理課，
下水道部管理課

【危機管理対策の強化  】
・危機管理に関する各種計画の点検，整備
・上下水道局業務継続計画（震災対策編）の策定

【危機管理対策の強化】
・「京都市上下水道局震災対策計画」，「京都市上下
水道局地震対策応援受入マニュアル」の改正及び「京
都市地域防災計画（原子力災害対策編）水道対策計
画」の策定
・上下水道局業務継続計画（震災対策編）策定委員会
の設置

総務課，
資器材・防災ｾﾝﾀｰ

【防災拠点の充実 】
・応急給水資機材配付計画の策定
・応急給水資機材及び防災用消耗品購入
・応急給水訓練の継続実施

【応急給水用資機材等の充実】
・防災資機材及び備蓄消耗品の購入を完了
・次期購入計画の策定を完了
・応急給水訓練の実施（応急給水槽設置事業所及び京
都市総合防災訓練等）

①
道路の下でくらしを支える管路施設
の改築更新

水需要に応じた施設規模の適正化及
び施設の再編成

⑥

基本方針・重点方針

災害・事故等危機時における迅速な
対応

所属等

④
地震等の災害に強い上下水道施設の
整備

下水道建設事務所,
設計課，
計画課

平成２５年度

③

⑤ 雨に強く安心できる浸水対策の推進
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  平成２４年度

取組/目標 計画・条例等 取組/実績

重点項目３　環境対策の充実

⑦
市内河川と下流水域の水環境を守る
下水の高度処理の推進

下水道部施設課，
下水道建設事務所，
計画課，
設計課

【下水の高度処理施設の段階的な整備】
・鳥羽水環境保全センターＢ系列の高度処理施設の整
備工事実施
・高度処理人口普及率　51.0 %

【下水の高度処理施設の段階的な整備】
・鳥羽水環境保全センターＢ系列の高度処理施設の整
備工事実施
・高度処理人口普及率　48.0 %

下水道建設事務所,
計画課,
設計課,
下水道部管理課

【貯留幹線等の整備】
・西部山ノ内地域における七条西幹線の整備工事実施
・河原町北部地域における七条東幹線の整備工事実施
・砂川雨水滞水池の整備工事実施
・朱雀地域における朱雀北幹線の整備工事実施
・合流式下水道改善率　40.0％

【貯留幹線等の整備】
・東山地域での貯留幹線の整備工事実施
・伏見大手筋地域等での貯留幹線の整備工事実施
・七条系統，河原町系統等での貯留幹線の整備工事実
施
・合流式下水道改善率　39.0％

下水道部施設課,
計画課,
設計課，
水質第２課

【雨天時下水処理の改善】
・砂川雨水滞水池の整備工事実施
・雨天時水質検査の実施
・合流式下水道改善率　40.0％（③－⑧再掲）

【雨天時下水処理の改善】
・砂川雨水滞水池の整備工事着手
・雨天時下水処理施設の検討
・合流式下水道改善率　39.0％（③－⑧再掲）

水道部管理課,
水道部施設課,
各浄水場，
下水道部管理課

【太陽光発電設備の設置等による未利用エネルギーの
有効活用】
・太陽光発電設備（新山科浄水場，鳥羽水環境保全セ
ンター）の稼働開始

【太陽光発電設備の設置等による未利用エネルギーの
有効活用】
・新山科浄水場大規模太陽光発電設備設置工事着手
・太陽光発電設備（鳥羽水環境保全センター）の設置
工事着手

水道部施設課,
各浄水場,
下水道部施設課,
下水道建設事務所,設
計課
各水環境保全セン
ター

【温室効果ガスの排出削減】
・省エネルギー機器の採用，使用電力の削減
・総電力使用量，温室効果ガスの削減

【温室効果ガスの排出削減】
・水環境保全センター全体の温室効果ガス排出量4.6％
削減

下水道部施設課,
計画課，
設計課，
鳥羽水環境保全セン
ター，
水質第２課

【資源循環の推進】
・下水道の消化ガス有効活用の検討
・下水道の脱水ケーキ及び焼却灰のセメント原料化

【資源循環の推進】
・バイオマス有効利用の継続的な検討
・汚泥処理施設の再構築に併せた汚泥焼却灰等の有効
利用の検討

重点項目４　お客さま満足度の向上

経営企画課,
お客さまサービス推
進室

【料金制度・料金体系の見直し】
・料金・使用料改定の実施
・料金制度の運用と継続的な点検，検討
・料金改定についての市民の皆様への広報の実施

【料金制度・料金体系の見直しの検討】
・料金制度審議委員会の実施
・料金制度の見直し案の策定

お客さまサービス推
進室

【多様な料金支払方法の導入】
・クレジットカード払の導入

【多様な料金支払方法の導入検討】
クレジット会社及び決済事務代行会社との契約に向け
た準備を実施

お客さまサービス推
進室,
各営業所

【口座振替利用者へのサービス拡大】
・口座振替利用者を対象とした割引制度を開始
・開栓時及び開栓３箇月後の口座振替勧奨を実施

【口座振替利用者へのサービス拡大】
・口座振替利用者を対象とした割引サービスの導入に
向けた準備作業を実施
・開栓時における口座振替勧奨を実施

総務課，各浄水場，
各水環境保全セン
ター

【出前トークや環境教育の充実】
・出前トークの実施
・施設見学の受入や親子教室の開催

【出前トークや環境教育の充実】
・出前トーク件数：5件
・夏休み親子水道・下水道教室の実施

経営企画課
【上下水道局営業所の抜本的再編】
・営業所の抜本的再編に係る諸課題の整理

【上下水道局営業所の抜本的再編】
・南部営業所（仮称）の建替用地の確定

⑫
広報・広聴の充実と積極的な情報開
示による事業の透明性の確保

総務課，
経営企画課

【積極的な情報発信と分かりやすい情報開示等による
広報機能の充実】
・広報紙，ホームページ等様々な媒体を用いた広報
・イベント等の機会をとらえた広報
・事業内容や経営情報等の積極的な情報開示

【積極的な情報発信と分かりやすい情報開示等による
広報機能の充実】
・市民しんぶんへの記事掲載やホームページ，ツイッ
ター，ラジオ，地下鉄広告等様々な媒体での広報の実
施
・鳥羽・蹴上一般公開，疏水ウォーキングラリー等各
種イベントの実施
・経営評価審議委員会の意見を踏まえ，評価冊子の充
実を図り，公表

重点項目５　経営基盤の強化

総務課,
職員課,
水道部管理課,
下水道部管理課

【事業の効率化の推進】
・第5期効率化推進計画に基づく組織・業務の再編
・職員定数の削減△30

【事業の効率化の推進】
・第4期効率化推進計画に基づく組織・業務の再編の実
施
・職員定数の削減△３０

監理課,地域事業課,
総務課,経営企画課,
経理課,水道部管理
課,職員課,お客さま
サービス推進室

【地域事業の水道・公共下水道事業への統合】
（地域水道）
・地域水道事業への統合や料金統一に向けた検討など
諸課題の整理
・統合に向けた地域水道の維持管理に係る諸課題の検
討

（特定環境保全公共下水道）
・効率的な事業運営に向けて特定環境保全公共下水道
の公共下水道事業への経営の統合等について検討，諸
課題の整理

【地域水道事業と水道事業との統合】
・統合後の管理運営の方向性，諸課題，対策の検討

経理課

【企業債残高の削減】
・自己資金の活用による起債残高の削減
（水道・公共下水道事業　24年度末見込残高5,242億
円　⇒　２５年度末残高　5,190億円）

【企業債残高の削減】
・水道事業では，基金取崩し及び利益剰余金の処分に
より，起債を１０億円抑制
・公共下水道事業では，自己資金の活用により，起債
を８億円抑制

総務課，
経営企画課，
経理課

【保有資産の有効活用】
・未利用地等の売却，有償貸付の推進
・多角的な広告事業の実施

【保有資産の有効活用】
・有償貸付（新規の主なもの）土地１件（伏見郵便局
南側用　地），建物２件（東山営業所・左京営業所）
・水道使用水量お知らせ裏面広告や上下水道事業ＰＲ
リーフレット等を活用した広告事業を実施

お客さまの満足度の向上を目指した
料金施策の推進

経営環境の変化に対応した経営の効
率化

⑬

⑧
雨の日も水環境を守る合流式下水道
の改善

基本方針・重点方針
平成２５年度

⑭
持続可能な事業運営のための財務体
質の強化

環境保全の取組の推進⑨

⑩

所属等

⑪ 積極的に行動するサービスの充実
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（２）主な事業の概要 

 

  

重点項目２ 災害対策の強化 

東日本大震災の教訓，増加する集中豪雨の状況等を踏まえ，地震や浸水な

どの災害に対して，被害を最小限にし，迅速な対応を行い，早期に機能回復

が図れる災害に強いライフラインを構築します！ 

 

④地震等の災害に強い上下水道施設の整備 

新山科浄水場第 2導水トンネル整備の推進 

配水管更新による耐震化 

災害用マンホールトイレの整備等 

 

⑤雨に強く安心できる浸水対策の推進 

京都駅・山科駅周辺地区の地下街等を対象とした 

雨水幹線の整備等 

 

⑥災害・事故等危機時における迅速な対応 

上下水道局業務継続計画（震災対策編）の策定等 

 

重点項目１ 改築更新の推進 

施設の老朽化に対応し，安全・安心な施設の機能維持・向上を図るため，

適切な維持管理を行うとともに，被災時における機能確保など，地震対策を

踏まえた改築更新を計画的・効率的に推進します！ 

 

①道路の下でくらしを支える管路施設の改築更新 

水道配水管更新率の引上げ 0.5⇒0.8％ 

洛西地域における配水管腐食対策の完了 

老朽化した下水道管路の改築更新等 

 

②基幹施設の機能維持・向上のための改築更新 

 蹴上第 1高区配水池，鳥羽水環境保全センターB系 

水処理施設の改築更新等 

 

③水需要に応じた施設規模の適正化及び施設の再編成 

 3 浄水場体制での運営開始 

給水区域再編成の完了 

鳥羽･吉祥院処理区の統合等 
【水道配水管更新工事】

【雨水幹線工事現場】 

【水道耐震管の布設】 

【漏水事故の様子】 
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重点項目４ お客さま満足度の向上 

上下水道事業を取り巻く社会状況等の変化に対応し，お客さまのニーズに

合った料金体系や料金支払方法に見直すとともに，防災機能の役割を充実

させるなど，時代の要請に合ったお客さまサービスの窓口として営業所を再編

します！ 

 

⑩お客さまの満足度の向上を目指した料金施策の推進 

お客さまのニーズを踏まえ，少量使用者など使用実態 

に見合った料金制度に改定 

クレジットカード払い・口座振替割引の導入等 

 

⑪積極的に行動するサービスの充実 

出前トークの実施 

施設見学の受入れや親子教室の開催等 

 

⑫広報・広聴の充実と積極的な情報開示による事業の透明性の確保 

広報紙，ホームページ等様々な媒体を用いた広報 

イベント等の機会をとらえた広報 

事業内容や経営情報等の積極的な情報開示等 

重点項目３ 環境対策の充実 

琵琶湖・淀川水系の中流域に位置する大都市として，下水の高度処理施設を

段階的・効率的に整備するとともに，貯留幹線の整備等により合流式下水道の

改善を図るなど，市内河川や下流都市の水道水源となる水域の水環境を保全し

ます！また，上下水道施設のスペースを活用して太陽光発電設備を設置するな

ど，再生可能エネルギーの有効活用や，上下水道施設での省エネルギー化など

資源の循環を推進し，低炭素・循環型まちづくりに貢献します！ 

 

⑦市内河川と下流水域の水環境を守る下水の高度処理の推進 

 鳥羽水環境保全センターB系列の高度処理施設の整備工事 

実施等 

 

⑧雨の日も水環境を守る合流式下水道の改善 

 西部山ノ内地域，朱雀地域における貯留幹線の整備等 

 

⑨環境保全の取組の推進 

 新山科浄水場，鳥羽水環境保全センターにおける 

メガソーラーの稼働開始等 

【水環境保全センターで

の施設見学会の様子】 

【琵琶湖・淀川水系の中流

域に位置する京都市】 

【下流の河川・大阪湾の水質向上】
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重点項目５ 経営基盤の強化 

９営業所を４営業所（平成２９年度までに５営業所）に抜本的に再編する

など，更なる経営効率化を推進することにより，引き続き，「他都市と比べ

安価な上下水道料金水準を実現」するとともに，保有資産の有効活用も一層

進め，「改築更新をスピードアップするための経営基盤の強化」を進めていき

ます！ 

 

⑬経営環境の変化に対応した経営の効率化 

 職員定数３０名の削減 

○24１，３９９名⇒○25１，３６９名 
地域水道の水道事業への統合や 

料金統一に向けた検討 

特定環境保全公共下水道の公共下水道 

事業への経営の統合等について検討等 

 

⑭持続可能な事業運営のための財務体質の強化 

自己資金の活用による起債残高の削減 

（水道・公共下水道事業○24末見込残高 5,242 億円⇒○25 5,190 億円） 

 未利用地等の売却，有償貸付の推進 

 ３ 上下水道料金の改定について 

 平成２５年１０月 1 日以降の検針分より，新たな上下水道料金を適用します。 

今回の料金改定は，老朽化した水道管の更新のスピードアップを図るために必要な経

費を確保し，市民の皆様の生活基盤である安全・安心な水道・下水道を安定的に提供し

続けるために必要な経費を確保するために行うものです。将来世代に負担を先送りせず，

今を生きる私たちもその責任と役割を果たしていかなければなりません。皆様方には，

何卒ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

・全体平均で、水道料金はプラス 9.6％、下水道使用料はマイナス 3.0% 

上下水道料金合計で 3.7%改定する。 

・一般家庭向け水道管の基本水量㊟を 10 立方メートルから 

5 立方メートルに下げる。（ ㊟基本料金のみで利用できる水量） 

・基本料金を変更する。 

・基本水量を超えた使用量に掛かる料金単価を変更する。 

・口座振替払い利用者への割引制度を導入する。 

・クレジットカード払い制度を導入する。 

○営業所の再編

27年度 28年度 29年度 30年度以降

西京

九条

伏見

東山

山科

左京

営業所

北

丸太町

右京 西部営業所

（仮称）

北部営業所

（仮称） 北部営業所

（仮称）

南部営業所

（仮称）

東部営業所

（仮称）
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４ 平成２５年度予算概要 

  

収益的収支※１については，収入は301億5,200万円，支出は287億8,100万円を  

計上し，当年度純利益は13億7,100万円の黒字となります。このうち，10億7,300万

円を資本的収支※2の建設事業の財源として利益処分することとし，資本的収支は6億円の

赤字を予定しております。 

主な事業として建設改良事業に158億円を計上し，浄水施設の改築更新・耐震化や，

洛西地域の配水管腐食対策を含めた配水管の更新を進めるとともに，鉛製給水管の取替

えなどの事業も実施します。また，企業債償還金は107億4,２00万円となる予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11簡易水道及び1飲料水供給施設

の管理運営を行うとともに，大原簡易

水道の再整備工事を進めていきます。 

 

 

 

7簡易水道及び1飲料水供給施設の

管理運営を行うとともに，京北地域 

水道再整備事業計画に基づき，京北中

部及び細野簡易水道の整備工事を進め

ていきます。 

  

収入　301億5,200万円 収入　259億7,900万円

下水道使用料徴収等 黒字 工事負担金 加入金等

経費負担金等 21億6,200万円 13億7,100万円 3億6,800万円 6億3,900万円

補てん財源　121億8,300万円 赤字6億円

支出　287億8,100万円 支出　265億7,900万円

支払利息等 消費税 利益処分 基金造成費等

32億6,300万円 11億2,300万円 10億7,300万円 3,700万円

企業債償還金　

107億4,200万円　

建設改良費

158億円

基金繰入金 2億8,000万円

補てん財源
※３

121億8,300万円

収益的収支 資本的収支

企業債  125億900万円

107億1,800万円

減価償却費等

給水収益

279億9,000万円

136億7,700万円

維持管理費

水 道 事 業 

地 域 水 道 事 業 京 北 地 域 水 道 事 業 

歳入　10億4,400万円 歳入　15億7,100万円 3億9,000万円

使用料 国庫補助金 1億4,400万円 3億3,100万円 その他

8,300万円 2,100万円 700万円

予備費

歳出　10億4,400万円 歳出　15億7,100万円 100万円

2億1,100万円 京北地域水道費    公債費

1億5,100万円     1億300万円

一般会計繰入金

6億9,900万円
国庫補助金 市債

地域水道費
地域水道整備費

5億1,300万円

公債費

3億2,000万円

京北地域水道整備費

13億1,600万円

一般会計繰入金

4億8,300万円

市債

2億500万円

その他

2億5,200万円
使用料
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収益的収支については，収入は456億7,900万円，支出は422億8,300万円を計

上し，当年度純損益は33億9,600万円の黒字となります。この黒字分については，

資本的収支の企業債の償還の財源とするため，全額利益処分を行い，その結果，  

資本的収支については，6億9,600万円の黒字を予定しております。 

主な事業として公共下水道建設事業に178億円を計上し，下水道機能維持・向上

対策，浸水対策，水環境対策，創エネルギー対策等を進めていきます。また，企業

債償還金は258億4,300万円となる予定です。 

 

 

 

 

平成2３年度決算時点で，7８.３％

であった下水道接続率の向上を図る 

ことを主眼として，快適な生活環境 

づくりに努めていきます。 

 

 

大原及び静原地区について，下水道

整備を進めていきます。整備工事が 

完了した箇所から順次供用を開始し

ており，25年度末には計画面積の  

約86％の供用を開始する予定です。

 

※１ 収益的収支とは，施設等の維持管理などの経費を管理する収支 

※２ 資本的収支とは，建設改良費と，それに充てるための企業債などを管理する収支 

※３ 補てん財源とは，収益的支出のうち，現金の支出を必要としない費用等（減価償却費など）により，企業内

に留保された資金で，資本的収入が資本的支出に不足する額を補てんすることができる財源 

 
 
 

収入　456億7,900万円 その他 収入　453億2,800万円

13億

9,800万円

67億5,600万円  その他

黒字 　2億3,200万円 黒字

33億9,600万円 6億9,600万円

消費税 利益処分 改良費等

8億8,000万円 33億9,600万円 9億8,900万円

企業債償還金　

139億8,400万円 199億8,200万円 178億円 258億4,300万円　

74億3,700万円

補てん財源
220億7,300万円

支出　422億8,300万円 支出 446億3,200万円

維持管理費 支払

利息等

減価償却費等 建設費

国庫補

助金等

補てん財源

238億9,200万円 203億8,900万円 162億6,700万円 220億7,300万円

収益的収支 資本的収支

下水道使用料  雨水処理の公費負担 企業債

歳入　3億1,000万円 歳入　12億5,200万円

国庫補助金 その他 使用料 一般会計繰入金 国庫補助金 その他

700万円 300万円 800万円 2億8,700万円  2,900万円 1億3,700万円

歳出　3億1,000万円 歳出　12億5,200万円

特環下水道費 公債費

2億2,000万円 9,700万円

特環下水道費

1億8,600万円

公債費

1億2,400万円

特環下水道整備費

9億3,500万円

使用料

5,200万円

一般会計繰入金

2億4,800万円
市債

7億9,100万円

公 共 下 水 道 事 業

京北特 定 環 境 保 全公共 下 水 道 事 業 北部地域特定環境保全公共下水道事業

【参考】 年度末企業債残高（予定） 

水道事業 公共下水道事業 地域水道事業 

1,632 億 2,400 万円 3,557 億 9,900 万円 6６億２,８00 万円 

京北地域水道事業 
京北特定環境保全 
公共下水道事業 

北部地域特定環境保全 
公共下水道事業 

２３億１,５00 万円 1７億 3,９00 万円 5４億 ６00 万円 
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平成 2５年度 京都市上下水道局運営方針 
                  平成 25 年 4 月発行 

この方針に関するご意見はホームページの「ご意見メール」まで 

京都市上下水道局 総務部経営企画課 

〒601-8004 京都市南区東九条東山王町 12 番地 

TEL 075-672-7709 FAX 075-682-2711 

http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/ 

 

 

 

 

東京遷都により衰退の一途を辿り始めた京都のまち
を復興させるため，琵琶湖疏水（第一琵琶湖疏水）が  
建設されたのは今から１２０年以上前のことです。 

 

北垣国道第三代京都府知事によってこの壮大な事業は計画され，工部大学校 

（現在の東京大学工学部）を卒業したばかりの田邉朔郎氏が工事を指揮しました。
輝く京都の未来を信じた先人たちが，日本人のみの手によって行った最初の近代
的土木事業，その情熱が京都の復興を支え，今に繋がっています。 

総工費は約１２５万円と同時期の京都府の年間予算の約２倍もの財産が琵琶湖
疏水建設に投じられました。また，そのための目的税も徴収されるなど，市民の
負担は決して軽くはありませんでした。工事に携わった方は延べ約４００万人，
その中には工事中の不慮の事故等で犠牲になった尊い命も含まれています。 

先人たちの大粒の汗とともに進められた琵琶湖疏水の建設は，明治１８年６月
の起工式から約５年の歳月をかけ，明治２３年４月，完成に至りました。 

壮麗な疏水の流れとともに…京都市上下水道局は，先人の汗をしっかりと未来
に繋げて参ります。 

ぼくのつぶやきを 

チェックしてみてね!

～琵琶湖疏水とともに～ 


