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１ はじめに 

  下水道は、健康で文化的な生活を営むために必要な都市施設であり、生活環境の改善、公共

用水域の水質保全や浸水被害の防除といった地域環境の保全に大きな役割を果たすものです。 

  本市の下水道事業では、これまで管きょなどの施設整備を実施し、処理区域の拡大を行って

まいりましたが、施設の老朽化などにより、更新時期を迎える改修費用の増加や、人口減少に

伴う下水道使用料の減少など、下水道事業を取り巻く環境は、大変厳しい状況となっています。 

このような中、経営環境の変化に対応し、経営基盤の強化を図りつつ、今後も市民の皆さん

に下水道事業のサービスを持続的、安定的に提供していくための指針として、平成２５年度か

ら平成２９年度までの５年間を計画期間とした「久喜市下水道事業中期経営計画」を策定し、

経営健全化の基本方針に基づき、１０項目の計画目標を掲げて取り組んでまいりました。 

 このたび、本計画の期間が終了したことから、５年間の取組みによる達成状況について、ま

とめたものです。 

 

２ 久喜市下水道事業中期経営計画 

（１）計画期間 

 平成２５年度から平成２９年度までの５年間 

（２）計画目標 

 計画目標 １ 計画的に施設整備を進め、普及率の向上に取り組みます。 

計画目標 ２ 農業集落排水の公共下水道への接続について取り組みます。 

計画目標 ３ 合流式下水道の改善に向けて取り組みます。 

計画目標 ４ 下水道の役割や環境への配慮を市民の皆さんに説明し、水洗化率の向上に取り

組みます。 

計画目標 ５ 使用料の適正化、維持管理費の削減、平準化等を行い、経費回収率の向上に取

り組みます。 

計画目標 ６ 定期的に使用料を見直し、適正化に取り組みます。 

計画目標 ７ 職員の意識改革を進め、人材の育成に取り組みます。 

計画目標 ８ 地方公営企業法の適用に向け、資産の評価・企業会計移行に取り組みます。 

計画目標 ９ 情報の公開と経営の透明化に取り組みます。 

計画目標１０ 地方債残高を計画期間内に 5％以上の削減に取り組みます。 
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３ 全体の達成状況 

（１）達成状況 

 久喜市下水道事業中期経営計画において位置づけた１０項目の計画目標のうち、２項目の計

画目標について『計画を上回る』、６項目の計画目標について『概ね計画どおり』となり、一定

の成果をあげることができました。 

  一方で、２項目の計画目標について、『計画を下回る』となりましたことから、原因と課題を

踏まえ、取組方法を見直すなど必要な対策を講じてまいります。 

計画を上回る 概ね計画どおり 計画を下回る

1
計画的に施設整備を進め、普及率の向上

に取り組みます。
○

2
農業集落排水の公共下水道への接続につ

いて取り組みます。
○

3
合流式下水道の改善に向けて取り組みま

す。
○

4

下水道の役割や環境への配慮を市民の皆

さんに説明し、水洗化率の向上に取り組

みます。

○

5

使用料の適正化、維持管理費の削減、平

準化等を行い、経費回収率の向上に取り

組みます。

○

6
定期的に使用料を見直し、適正化に取り

組みます。
○

7
職員の意識改革を進め、人材の育成に取

り組みます。
○

8
地方公営企業法の適用に向け、資産の評

価・企業会計移行に取り組みます。
○

9
情報の公開と経営の透明化に取り組みま

す。
○

10
地方債残高を計画期間内に5％以上の削減

に取り組みます。
○

2 6 2

20% 60% 20%

計画目標
達成状況

合計

 

計画を上回る

20%

概ね計画どおり

60%

計画を下回る

20%

全体の達成状況
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（２）計画達成の考え方 

ア 達成状況について 

 〔計画指標が数値化されている場合〕 

  ・計画を上回る…全てが１００％を超えている場合 

  ・概ね計画どおり…最も低い達成率が８０％以上の場合 

  ・計画を下回る…８０％未満がある場合 

 〔計画指標が数値化されていない場合〕 

・総合的に判断 

イ 計画指標に対する実績の達成率について 

 〔計画指標が数値化されている場合〕 

  ・計画指標の数値が高い（多い）ほど良い場合……実績÷計画 

  ・計画指標の数値が低い（少ない）ほど良い場合…（計画－実績）÷計画×100＋100 

 〔計画指標が数値化されていない場合〕 

・実績も数値化されていないので、達成率は算出していない。 
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４ 計画目標別達成状況 

 

計画目標１ 計画的に施設整備を進め、普及率の向上に取り組みます。 

 【達成状況】 

概ね計画どおり 

 【主な成果と今後の取組み】 

  公共下水道管布設工事を実施したことにより、整備済面積及び整備率が毎年度計画指標を

上回りました。 

  整備面積については、平成２８年度のみ計画指標を下回りましたが、他の年度では計画指

標を上回ることができました。 

なお、平成２５年度については、民間施工の区画整理事業が完成し、下水道管の寄付を受

けたことから、整備面積が計画指標を大幅に上回っております。 

   また、整備率は計画指標を上回りましたが、処理区域内人口が減少したことなどにより、

普及率は計画指標を下回りました。 

   今後については、整備率の向上だけでなく、整備がより効果的なものとなるよう、的確な

布設工事に努めてまいります。 

 【計画指標・実績・達成率】 

H25 H26 H27 H28 H29

1,767.8 1,776.9 1,785.0 1,793.3 1,801.8

1,810.8 1,820.2 1,829.8 1,837.3 1,851.6

102.4% 102.4% 102.5% 102.5% 102.8%

6.4 9.1 8.1 8.3 8.5

49.3 9.4 9.6 7.5 14.3

770.3% 103.3% 118.5% 90.4% 168.2%

80.6 81.0 81.3 81.7 82.1

82.5 82.9 83.4 83.7 84.4

102.4% 102.3% 102.6% 102.4% 102.8%

68.9 69.1 69.3 69.5 69.7

68.9 69.0 69.0 69.0 68.9

100.0% 99.9% 99.6% 99.3% 98.9%

年度別計画指標（上段）・実績（中段）・達成率（下段）

整 備 済 面 積 （ha）

整 備 面 積 （ha）

整 備 率 （％）

普 及 率 （％）

事 項

 

※整備済面積：公共下水道を整備し、公共下水道に接続可能になった面積の累計 

※整備面積：公共下水道を整備し、公共下水道に接続可能になった面積の単年度分 

※整備率：事業計画面積（公共下水道の整備を計画している区域の面積）を整備済面積で除した率 

※普及率：処理区域内人口（下水道を利用できる地域に居住している人口）を行政人口で除した率 
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計画目標２ 農業集落排水の公共下水道への接続について取り組みます。 

 【達成状況】 

概ね計画どおり 

 【主な成果と今後の取組み】 

   平成２６年１月に三省（国土交通省、農林水産省、環境省）から「持続的な汚水処理シス

テム構築に向けた都道府県構想の見直しの推進について」が発出され、生活排水処理の見直

し検討を開始しました。 

その後、平成２８年７月に埼玉県から「農業集落排水施設の公共下水道への接続検討につ

いて（通知）」で参考スケジュールが示されたことから、平成２９年度から本格的な調査に着

手し、北中曽根地区の処理施設の機能診断と処理区の統廃合検討を実施し、関係機関との協

議を始めましました。 

   今後については、平成３０年度に北中曽根地区を除く久喜地区の９地区、平成３１（２０

１９）年度に菖蒲地区の８地区で機能診断を実施し、平成３２（２０２０）年度には最適整

備構想を策定し、計画に基づいて事業を推進してまいります。 

 【計画指標・実績】 

 

H25 H26 H27 H28 H29

調査 調査 分析・評価 検討 協議

検討 検討 検討 検討 調査・協議

事 項
年度別計画指標（上段）・実績（下段）

接 続 検 討
 

 

  

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

H25 H26 H27 H28 H29

整備済面積・整備率・普及率

整備済面積 整備率 普及率

（単位：ha）
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計画目標３ 合流式下水道の改善に向けて取り組みます。 

 【達成状況】 

  計画を下回る 

 【主な成果と今後の取組み】 

   平成２５年度に合流式下水道緊急改善事業が完了し、平成２７年度に事後評価報告書をと

りまとめ、平成２８年１月２１日開催の久喜市下水道・農業集落排水事業運営審議会へ報告

しました。 

その後、平成２８年７月１３日付で国土交通省に事業評価シートを提出しました。 

   平成２９年度までに合流改善計画の策定はできなかったことから、今後については、改め

て合流式下水道改善計画の策定を「久喜市下水道事業中期経営計画（経営戦略）平成３０（２

０１８）年度～平成３９（２０２７）年度」に位置付けて実施いたします。 

 【計画指標・実績】 

 

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度
調査 調査 分析・評価 計画策定

緊急改善

事業完了

事後評価

報　　告

事 項
年度別計画指標（上段）・実績（下段）

計 画 策 定
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計画目標４ 下水道の役割や環境への配慮を市民の皆さんに説明し、水洗化率の向上に取り組

みます。 

 【達成状況】 

  計画を上回る 

 【主な成果と今後の取組み】 

   毎年度、公共下水道供用開始世帯と供用開始済地区未接続者への個別訪問を実施し、公共

下水道への早期接続の促進に努めました。また、公共下水道接続促進のお願いを「広報くき」

に掲載し、下水道の役割や環境への配慮について理解してもらえるように努めました。 

今後についても、個別訪問を実施していくとともに、広報紙掲載回数を増やすなど、広報

への掲載方法についても工夫してまいります。 

 【計画指標・実績・達成率】 

 

H25 H26 H27 H28 H29

93.6 93.7 93.8 93.9 94.0

94.3 94.3 94.4 94.5 94.9

100.7% 100.6% 100.6% 100.6% 101.0%

事 項
年度別計画指標（上段）・実績（中段）・達成率（下段）

水 洗 化 率 （％）

 

※水洗化率：水洗化人口（下水道を使用している人口）を処理区域内人口（下水道を利用できる地域に居住し

ている人口）で除した率 

 

 

  

93.0%

93.5%

94.0%

94.5%

95.0%

95.5%

96.0%

H25 H26 H27 H28 H29

水洗化率

水洗化率



8 

 

計画目標５ 使用料の適正化、維持管理費の削減、平準化等を行い、経費回収率の向上に取り

組みます。 

 【達成状況】 

  概ね計画どおり 

 【主な成果と今後の取組み】 

   使用料の適正化については、平成２５年度に下水道使用料を見直し、平均改定率６．３％

の改定を行ないました。 

   維持管理費の削減、平準化等については、地方債の繰上償還や借入時の見積合せにより、

支払利息が平成２９年度計画の約４億６千万円に対し約３億２千万円となり、約１億４千万

円の減となりました。 

また、平成２６年度に吉羽雨水ポンプ場の長寿命化計画、平成２７年度に北中継ポンプ場

の長寿命化計画、平成２９年度には全てのポンプ場のストックマネジメント計画を策定し、

計画的に施設の修繕を行なうことによって、重大事故の発生防止やライフサイクルコストの

最小化、予算の平準化を図りました。 

   また、有収水量が計画指標を上回りながらも、それ以上に汚水処理水量が計画指標を上回

ったことによって、有収率は計画指標を下回りました。 

 【計画指標・実績・達成率】 

H25 H26 H27 H28 H29

55.0 54.1 53.4 49.6 50.4

55.2 55.7 58.0 56.7 61.1

100.4% 103.0% 108.6% 111.9% 121.2%

12,845 12,674 12,515 12,347 12,150

14,887 14,445 14,443 14,309 15,001

115.9% 114.0% 115.4% 115.9% 123.5%

11,339 11,188 11,047 10,899 10,725

11,898 11,755 11,930 11,873 11,947

104.9% 105.1% 108.0% 108.9% 111.4%

88.3 88.3 88.3 88.3 88.3

79.9 81.4 82.6 83.0 79.6

90.5% 92.2% 93.5% 94.0% 90.1%

1,402,928 1,387,160 1,372,682 1,357,258 1,338,516

1,342,317 1,368,114 1,400,365 1,403,859 1,408,347

95.7% 98.6% 102.0% 103.4% 105.2%

事 項
年度別計画指標（上段）・実績（中段）・達成率（下段）

経 費 回 収 率 （％）

汚水 処理 水量 （千㎥）

有 収 水 量 （千㎥）

有 収 率 （％）

使 用 料 収 入

（ 税 込 ）
（千円）

 

※平成 28年度の使用料収入は、決算値に平成 29年度の特例的収入の使用料収入を加算しています。 

※経費回収率：使用料収入を汚水処理費で除した率（分流式繰入金を除く） 

       率が高いほど、汚水処理費に要する経費を使用料で回収したことになります。 

※分流式繰入金：分流式下水道等に要する資本費のうち、適正な使用料収入をもってしても、賄えない額に対

する一般会計からの繰入金 

        適正な使用料収入については、総務省の基準では、最低限行なうべき経営努力として、 

月３，０００円／２０㎥としています。 

 ※汚水処理水量：下水処理場で処理された全汚水量 

※有収率：有収水量（使用料収入の対象となった汚水量）を汚水処理水量（処理場で処理された汚水量）で除

した率 

     率が高いほど、不明水等が少ないことになります。 

 ※不明水：下水道管に地下水や雨水が浸透するなどして流入した水量 

      不明水が多いほど、汚水処理費用の増加に繋がります。 
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計画目標６ 定期的に使用料を見直し、適正化に取り組みます。 

 【達成状況】 

  計画を下回る 

 【主な成果と今後の取組み】 

毎年度、前年度決算の分析を行ったところ、経費回収率は計画指標を上回りました。 

また、平成２９年度から地方公営企業法の財務規定を適用することになり、財政推計をよ

り的確にできるようになりました。 

平成２９年度に審議会諮問は実施できませんでしたが、今後については、「久喜市下水道事

業中期経営計画（経営戦略）平成３０（２０１８）年度～平成３９（２０２７）年度」に基づ

いて、使用料の適正化に努めてまいります。 

 【計画指標・実績】 

 

H25 H26 H27 H28 H29

分析 分析 分析 分析・評価 審議会諮問

分析 分析 分析 分析 分析・評価
55.0 54.1 53.4 49.6 50.4

55.2 55.7 58.0 56.7 61.1

100.4% 103.0% 108.6% 111.9% 121.2%

事 項
年度別計画指標（上段）・実績（下段）

使用料 の見 直し

経 費 回 収 率
（ 再 掲 ）

（％）

 
※経費回収率：使用料収入を汚水処理費で除した率（分流式繰入金を除く） 

（再掲）  率が高いほど、汚水処理費に要する経費を使用料で回収したことになります。 

平成２９年度計画指標５０．４％、実績６１．１％ 

 

  

1,300

1,350

1,400

1,450

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

使用料収入・経費回収率・有収率

使用料収入 経費回収率 有収率

（単位：百万円）
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計画目標７ 職員の意識改革を進め、人材の育成に取り組みます。 

 【達成状況】 

概ね計画どおり 

 【主な成果と今後の取組み】 

多種多様化かつ高度化する行政需要に的確に対応するため、外部の研修に参加し、業務の

実情に応じた組織的な人材育成に取り組みました。 

【主な実績（参加研修）】 

 ・平成２５年度 下水道経営セミナー、日本下水道事業団研修（実施設計・管渠設計） 

         下水道管路施設維持管理講習会、公営企業経営セミナー 

 ・平成２６年度 下水道経営セミナー、日本下水道事業団研修（処理場管理） 

         酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 

 ・平成２７年度 下水道経営セミナー、日本下水道事業団研修（実施設計・管渠設計） 

         下水道管路施設維持管理講習会、下水道用設計積算要領-管路施設編- 

 ・平成２８年度 下水道経営セミナー（企業会計-移行の準備と手続き）、（受益者負担金） 

         日本下水道事業団研修（経営コース）、（下水道使用料）、（計画設計コース） 

 ・平成２９年度 「経営戦略の策定」に係る講習会、下水道事業講習会 

下水道安全研修会、施工監理研修 

 

 

計画目標８ 地方公営企業法の適用に向け、資産の評価・企業会計移行に取り組みます。 

 【達成状況】 

概ね計画どおり 

 【主な成果と今後の取組み】 

   下水道事業については、平成２９年から地方公営企業法の財務規定を適用しました。これ

によって、経営・資産等の状況を的確に把握することができました。 

   今後については、農業集落排水事業についても地方公営企業法の適用を進め、下水道事業

については地方公営企業法の全部の適用を検討します。 

 【計画指標・実績】 

 

H25 H26 H27 H28 H29

調査・研究 資産評価
資産評価
財務・会計

方式見直し

財務・会計

方式見直し

財務会計

方式の移行

調査・研究 調査・研究 資産評価
資産評価
財務・会計

方式見直し

財務会計
方式の移行

事 項
年度別計画指標（上段）・実績（下段）

法 適 化 移 行
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計画目標９ 情報の公開と経営の透明化に取り組みます。 

 【達成状況】 

  概ね計画どおり 

 【主な成果と今後の取組み】 

   下水道事業の経営状況を分かりやすく市民の皆様にお知らせするため、収益的収支比率、

企業債残高対事業規模比率、経費回収率、汚水処理原価、施設利用率、水洗化率および管渠

改善率の７項目について、類似団体との比較ができるよう作成し、経営比較分析表としてホ

ームページで公表しました。 

   また、平成２９年度から地方公営企業法の財務規定を適用したことにより、経営成績と財

政状態がより明らかになったことから、今後、経営比較分析表の内容についても、充実を図

ってまいります。 

 【計画指標・実績】 

 

H25 H26 H27 H28 H29

調査・研究 公表 公表 公表 公表

調査・研究 調査・研究 公表 公表 公表

事 項
年度別計画指標（上段）・実績（下段）

公 表
 

※収益的収支比率：使用料収入等の経常収益で、維持管理費や支払利息等の経常費用をどの程度賄えているか

を表す指標 

※企業債残高対事業規模比率：使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標 

 ※経費回収率：使用料で回収すべき経費を、どの程度賄えているかを表した指標 

※汚水処理原価：有収水量１㎥あたりの汚水処理に要した費用 

 ※施設利用率：施設・整備が１日に対応可能な処理能力に対する１日平均処理水量の割合 

※水洗化率：下水道処理区域内人口のうち、実際に下水道に接続して汚水処理している人口の割合 

 ※管渠改善率：法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した使用 
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計画目標１０ 地方債残高を計画期間内に 5％以上の削減に取り組みます。 

 【達成状況】 

  計画を上回る 

 【主な成果と今後の取組み】 

   計画期間の各年度において、借入額を元金償還額より少なくすることにより、地方債残高

を削減しました。 

   平成２９年度末地方債残高は、平成２４年度末地方財残高２０７億７，１５３万８千円に

対し１８９億９，６９８万２千円となり、１７億７，４５５万６千円減（△８．５％）となり

ました。 

   しかし、平成２９年度末において残高が約１９０億円であることから、引き続き残高の減

少に努めてまいります。 

 【計画指標・実績・達成率】 

 

H25 H26 H27 H28 H29

― ― ― ― 19,733

― ― ― ― 18,997

― ― ― ― 103.7%

事 項
年度別計画指標（上段）・実績（中段）・達成率（下段）

地 方 債 残 高 （百万円）
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