
鈴鹿市公共下水道事業の概要

公共下水道事業の取組みについて

鈴鹿市上下水道局

第１回鈴鹿市上下水道事業経営審議会 資料3



1   下水道の仕組み 2

2   流域下水道の概要 8

3   下水道事業の概要 10

4   施設の状況 16

5   投資の課題 18

6   現状の排水量及び今後の予測 19

7   公営企業の経営前提（公共下水道事業） 20

8   公共下水道事業の現状分析 21

9   財政の課題 27

10 課題の解決に向けて 28

（参考）投資に関する分析 29

（資料）各指標の計算式と説明 31

目次



1 下水道の仕組み
1.1 下水道の役割

鈴鹿市公共下水道事業の概要2

下水道の役割は主に、①生活環境の改善、②雨水の排除（浸水の防除）、③公共用水域の水質の保全

の３つとなります。

①
生活環境の改善

②
雨水の排除
（浸水の防除）

汚水を速やかに排除し、害虫、感染症、悪臭等の発生の
可能性を下げ、また、便所の水洗化を促進し、周辺環境
を改善・向上し、衛生的な生活の享受に寄与する。

都市化が発展した地域では、在来水路の不足に加えて、
雨水の浸透及び貯蓄能力の減少などにより雨水流出量
が著しく増加するため、都市内に降った雨水を集めて河
川、海域、湖沼等へ排除することで、浸水の防除に寄与
する。

③
公共用水域の
水質の保全

工場排水、生活排水等を中心とする汚水を処理場に集
め、適切に処理した後で、河川等に放流することで、河川
等の公共用水域の水質汚濁の防止に積極的な役割を果
たし、豊かな自然環境を保全に寄与する。

（出典：国土交通省ホームページ）



1 下水道の仕組み
1.2 下水道整備を取り巻く環境

鈴鹿市公共下水道事業の概要3

平成26年1月に汚水処理施設を所管する国土交通省、農林水産省、環境省の3省は未普及の早期解消
を図るために、3省連名で都道府県構想策定のマニュアルを発出し、「汚水処理施設整備の10年概成」を
目標として掲げています。

●新しいマニュアルのポイント

①国土交通省、農林水産省、環境省の３省統一して作成した初のマニュアル。

②今後10年程度を目標に、「地域のニーズ及び周辺環境への影響を踏まえ、各種汚水処理施設の
整備が概ね完了すること」（概成）を目指すといった時間軸等の観点を盛り込むこととした。

③長期的（20～30年）な観点から既整備地区の効率的な改善・更新や運営管理手法についても併せ
て検討することとした。

（出典：国土交通省ホームページから抜粋）



1 下水道の仕組み
1.3 下水道の種類

鈴鹿市公共下水道事業の概要4

鈴鹿市では、流域関連公共下水道，農業集落排水施設及び合併処理浄化槽が利用されています。

広義の
下水道

狭義の下水道
（下水道法の認可を受けるもの）

その他の下水道
（下水道法の認可を受けないもの）

公共下水道

特定
公共下水道

流域下水道

都市下水路

特定環境保全
公共下水道

単独
公共下水道

流域関連
公共下水道

農業
集落排水施設等

コミュニティ・
プラント

合併処理
浄化槽

流域関連
公共下水道

終末処理場などの建設・維持は都道府県（三重県）が行い、幹線管渠に流入するまでの施設（主とし
て管渠）は公共下水道事業により、2以上の市町村（鈴鹿市、四日市市、亀山市）が実施する事業。

農林水産省管轄で農村地域に対して農業集落の形態に適した小規模分散型の汚水処理事業。
※別途、農業集落排水事業で詳細説明

（出典：徳島県ホームページ）

農業
集落排水施設

合併処理
浄化槽

トイレの汚水だけでなく、台所、お風呂の生活雑排水も一緒に処理する浄化槽。現在はトイレの汚水
のみを処理する単独浄化槽の新設が禁止され、合併浄化槽のみが新設を認められてる。



1 下水道の仕組み
1.3 下水道の種類

鈴鹿市公共下水道事業の概要5
（出典：国土交通省ホームページ）



1 下水道の仕組み
1.4 雨水事業

鈴鹿市公共下水道事業の概要6

浸水防除の一つとして雨水の排除を下水道事業も担います。

昨今の集中豪雨により、浸水被害が発生しているため、ポンプ場や調整池などを整備することにより浸水

対策を進めています。

総合的な浸水対策のイメージ図

（出典：京都市上下水道局ホームページ）



1 下水道の仕組み
1.5 下水の排除方式

鈴鹿市公共下水道事業の概要7

下水の排除方式は分流式と合流式があり、本市においては分流式を採用しています。

• 汚水と雨水を同じ管きょで一緒に下水処理場
まで送る方式で管きょが1つのため、コストが
安い。

• 一定以上の降水があった場合、雨水吐き室か
ら大量の未処理下水が直接放流されるため、
水質汚濁の課題がある。

合
流
式

• 既成市街地の地下埋設物の多い地区に雨水
管、汚水管の両方を新設するため、コストが
高い。

• 雨天時に汚水を水域に放流することがないた
め水質汚濁防止において有利。

分
流
式

合流式下水道と分流式下水道のイメージ図

（出典：鳥取市ホームページ）



2 流域下水道の概要
2.1 三重県の流域別下水道整備総合計画

鈴鹿市公共下水道事業の概要8

三重県では，流域別下水道整備総合計画に基づき流域下水道を計画しています。

このうち、北勢沿岸流域下水道事業（南部処理区）は、四日市市、鈴鹿市、亀山市の3市を計画区域と
し，四日市市楠町にある南部浄化センターで汚水の処理をしています。

流域別下水道整備計画区域図 北勢沿岸流域下水道図（南部処理区）

（出典：みえの下水道）



2 流域下水道の概要
2.2 南部浄化センターの概要

鈴鹿市公共下水道事業の概要9

南部浄化センターなどの流域下水道施設の建設や維持管理に要する費用を負担金として三重県に支

払っています。（平成27年度 約8億円）

事業着手 昭和62年（平成8年供用開始）

計画処理面積 全体計画 7,175.5ha

計画処理人口 全体計画 226,370人

計画処理水量
全体計画
１日あたり最大135,000㎥

幹線管渠延長 全体計画 39.4km（放流渠除く）

下水排除方式 分流式

下水処理方式
全体計画

嫌気無酸素好気法＋凝集剤添加＋急速
ろ過法

放流先 鈴鹿川派川

関係市町村 四日市市南部・鈴鹿市・亀山市 以上3市

南部処理区計画概要

鈴鹿市負担金（平成27年度）
建設負担金 約190百万円
維持管理負担金 約618百万円

２期工事（海上部）
※建設中

１期工事（陸上部）



3 下水道事業の概要
3.1 沿革

鈴鹿市公共下水道事業の概要10

三重県の北勢沿岸流域下水道事業（南部処理区）と足並みを揃え、昭和55年に既成市街地4,413haを
流域関連公共下水道として計画しました。

項目
基本計画区域面積（ha）

備考
汚水 雨水

昭和55年 4,413.0 4,413.0 • 流域計画を受けて、基本計画を立案

昭和61年 4,518.4 4,518.4 • 北長太、高岡山を105.4ha追加（汚水、雨水とも）

平成3年 4,518.4 4,518.4
• 鈴鹿西部、末広、鈴鹿南部、玉垣、若松を平野東、野町、北江島、愛宕、若松
南に分離（汚水）

• 新生公園雨水貯留池、旭ヶ丘雨水貯留池、白子西雨水貯留池を計画（雨水）

平成6年 4,518.4 4,518.4 • 汚水幹線ルートを一部変更

平成12年 4,700.0 4,518.4
• 181.6haを追加し、新たに野町東、若松北、井田川西、井田川東の処理分区を
追加（汚水）

• 平田池公園雨水貯留池を計画（雨水）

平成20年 4,700.0 4,518.4 • 計画諸元（計画人口、汚水量原単位等）を変更（汚水）
• 汚水管きょ計画を一部変更

平成24年 4,525.0 4,518.4 • 計画諸元（計画人口等）を変更（汚水）
• 汚水管きょ計画を一部変更

平成28年 4,429.0 4,429.0 • 生活排水処理アクションプログラムの数値であり，下水道法の事業計画につ
いては変更手続き中です。

基本計画の経緯



3 下水道事業の概要
3.2 下水道処理人口普及率

鈴鹿市公共下水道事業の概要11

平成27年度末時点での下水道処理人口普及率は54.3％であり、全国的にみると低い水準であるため，
引き続き下水道の建設工事を行う予定です。
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（全国下水道処理人口普及率は「みえの下水道」による）



3 下水道事業の概要
3.2 下水道処理人口普及率

鈴鹿市公共下水道事業の概要12

公共下水道の建設を進め、非水洗化（くみ取り）、単独浄化槽の利用者が公共下水道や合併処理浄化槽

に移行することで、農業集落排水も含めた汚水処理人口普及率100％を目指す計画です。なお、接続率
は83.9％と、全国平均（94.4％）を下回っています。
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3 下水道事業の概要
3.3 基本計画

鈴鹿市公共下水道事業の概要13

公共下水道計画区域の整備完了は、平成65年度を目標としています。

行政区域内人口 195,000人

下水道計画区域面積 4,525.0ha

計画処理人口 164,000人

計画汚水量
（㎥/日）

日平均 76,165

日最大 96,337

時間最大 140,194

基本計画（抜粋）※

基本計画の目的

河川の汚濁を防止し、水質の保全や高度な水
利用を可能とすると共に、浸水防止、便所の
水洗化等による生活様式の改善、河川および
水路の整備などにより、生活環境を向上させ、
美しく、衛生的な街づくりを行う

※流域別下水道整備総合計画の数値であり，生活排水処理アクションプログラムの数値とは異なります。



3 下水道事業の概要
3.4 平成37年度までの整備計画

鈴鹿市公共下水道事業の概要14

基本計画を受け、以下の基本方針のもとで汚水管きょを布設します。

幹線計画の基本方針

① 地形上の集水性に優れ、各種工法
の選定が可能な幅員であること。

② 施工の支障となる埋設物が少ない
こと。

③ 主要な道路である国道、県道の縦
断は極力避ける。

処理分区 概算工事費（百万円）
小田 879.7
井田川西 114.0 
井田川東 288.0 
国府 4,223.1 
平野東 675.3 
鈴鹿西部 14,585.2 
末広 3,009.5
野町 5,260.3 
野町東 712.7
旭が丘 5,765.4 
鈴鹿南部 30,135.9 
北江島 1,592.9 
愛宕 1,387.2 
玉垣 23,969.6
若松南 399.0 
若松 4,755.8 
若松北 135.0 
鈴鹿北部 41,986.4 
一ノ宮 10,266.1 
北長太 953.6 
高岡山 221.8 

合計 151,316.5 

汚水施設工事費



3 下水道事業の概要
【参考】 下水道整備計画図

鈴鹿市公共下水道事業の概要15

※直近５ヵ年計画の計画図面です。



4 施設の状況
4.1 主要施設

鈴鹿市公共下水道事業の概要16

三重県が所有する流域下水道の施設を利用しているため、浄化センターを自己所有しておらず、自己所

有の主要施設は、汚水をポンプにより汲み上げる汚水中継ポンプ場等の小規模施設が中心となります。

所在地 鈴鹿市白子町3593-7

建築物 鉄筋コンクリート造、地上1階、地下2階

建築面積 346.38m2

延床面積 853.57m2

敷地面積 1640.67m2

供用開始年月 平成24年4月（第1期計画）

ポンプ処理対象面積 768.5ha（全体計画）

ポンプ送水能力
3.9m3/分（第1期計画）
15.6m3/分（全体計画）

南部汚水中継ポンプ場

施設概要



4 施設の状況
4.2 老朽化及び耐震化

鈴鹿市公共下水道事業の概要17

下水道の供用開始が平成8年1月からであるため、水道事業とは異なり、老朽化は進んでおらず、耐震化
も新設時に対応がなされています。

①

緊急輸送機能の
確保

緊急輸送路におけるマンホールの浮上を防止（液状化対策）するとともに、管渠の流下能力を確
保します

②

マンホール対応
型トイレの設置

防災拠点や避難所を対象に、下記のような対策を行い、トイレ機能の確保を図ります

（出典：メーカーホームページ）



5 投資の課題

鈴鹿市公共下水道事業の概要18

 平成65年度まで整備を進め最終的に整備面積は4,429haとなる予定である中、平成27年
度末時点の整備面積は1,979haに止まり、今後も整備を進めていく必要があるため、整備
が完了するまで、長期間に亘って、多額の投資経費が必要となること。

課
題
1

 接続率が全国平均と比べて低めであるほか、類似団体と比較しても約8％低く、管きょを整
備しても使用料収入に反映されにくいこと。なお、接続率が類似団体並みに向上するとして
試算した場合、使用料は約1億円増加することが見込まれます。

課
題
2

投資の課題

今後も長期に亘って整備のための投資経費が必要となるほか、接続率が低めのため、整備をしても、使

用料収入に反映されにくい状況となっています。



6 現状の排水量及び今後の予測

鈴鹿市公共下水道事業の概要19

平成65年度整備完了を目指して投資工事を進めているため、下水道の使える区域が広がり、排水量そ
のものは増加すると見込まれます。

なお、排水量の増加により使用料収入も増加しますが、建設工事費の借金（起債）返済や施設の維持管

理費も増加すると見込まれます。
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7 公営企業の経営前提（公共下水道事業）

鈴鹿市公共下水道事業の概要20

水道事業と同様に独立採算が前提となりますが、下水道事業の場合、一定の公共性がある経費や能率

的な経営を行っても独立採算が困難と認められる経費は、税金である一般会計による負担を求めること

も定められています。

一般会計で負担する経費は、国が示す基準で
負担が認められる基準内繰入金と基準で示さ
れていない基準外繰入金の2つがあります。

建設費

経営費

維持管理費
（下水道施設の維持管理費用）

資本費
（施設の減価償却費、企業債の利息など）

費
用

国庫補助金
市費

（市税など）
企業債

（長期借入金）
下水道料金 市費（市税など）

財
源
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8 公共下水道事業の現状分析
8.1 収益性に関する分析（1/3）

鈴鹿市公共下水道事業の概要21

公共下水道は整備過程にあり、普及率の上昇とともに営業収益は増加傾向にあります。

一方、繰入金対使用料割合は類似団体平均を下回っており、他団体に比べて繰入金依存度が高いと

いえます。

（百万円）

会計制度変更の影響
約5億円
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※平成26年度のデータで比較。
※チャート上の差異は偏差値の差異であり、絶対値ではない。
※偏差値が高いほど良い状態を表し、絶対値の多寡とは連動しない。
※類似団体は、総務省「平成26年度『経営比較分析表』類似団体区分」を基に選定している。



8 公共下水道事業の現状分析
8.1 収益性に関する分析（2/3）

 公共下水道事業は整備過程にあるため、普及率及び接続率の向上に伴い、営業収益は
緩やかな増加傾向にあります。

 当年度純利益について、平成24、25年度は赤字となっていましたが、平成26年度以降は
会計制度の改正により長期前受金戻入が計上されたため、黒字に転換しています。

 類似団体との比較では、汚水を1㎥処理するのにかかるコストである「汚水処理原価」、汚
水処理を使用料収入で賄えているかどうかを示す「経費回収率」ともに平均並みです。

 使用料収入に対してどの程度一般会計から繰入金をもらっているかを示す「繰入金対使用
料割合」は類似団体平均を下回っている一方、公共下水道全体の収益性を表す「経常収

支比率」や「営業収益対経常利益率」は類似団体平均並みになっています。

※繰入金（税金）への依存度が高いことにより、類似団体平均と同程度の収益性を維持して

いるといえます。

鈴鹿市公共下水道事業の概要22



8 公共下水道事業の現状分析
8.1 収益性に関する分析（3/3）

鈴鹿市公共下水道事業の概要23

一般会計からの繰入金を除いた損益は、営業収益を上回る当年度純損失となっています。

（百万円）
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8 公共下水道事業の現状分析
8.2 財務に関する分析（1/2）

鈴鹿市公共下水道事業の概要24

財務に関する指標はいずれも類似団体平均を下回っており、類似団体に比べて企業債依存度も高く、資金的

には余裕がない状況です。企業債は減少傾向にありますが、整備を進める中で増加に転じる可能性もある

ため、留意が必要といえます。

（百万円）
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※平成26年度のデータで比較
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8 公共下水道事業の現状分析
8.2 財務に関する分析（2/2）

 企業債は減少傾向にあり、毎年度新規発行額が償還額を下回っているため、直近の4年
間で約14億円の減少となっていますが、今後整備を進めるため、増加に転じる可能性もあ
ります。

 一方、調達財源のうち企業債の割合を示す「企業債依存度」は類似団体平均を下回ってお
り、将来世代の負担が高いといえます。

 短期的な支払余力を示す「流動比率」、収益規模に対する資金の保有規模を示す「事業収
益対資金比率」、長期的な支払能力を示す「固定比率」のいずれも類似団体平均を下回っ

ています。

 類似団体に比べて企業債が多く、資金が少ないため、財務に関する指標はいずれも類似
団体平均を下回っています。

鈴鹿市公共下水道事業の概要25
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8 公共下水道事業の現状分析
8.3 周辺自治体との使用料比較

鈴鹿市公共下水道事業の概要26

周辺自治体と比べて基本料金は高めである一方、従量料金が低めに設定されています。その結果、

一般的な3～5人の世帯の2か月平均使用水量では、周辺自治体に比べて料金が低くなっています。

2か月当たり平均使用水量（3人世帯：41.6㎥、4人
世帯：50.2㎥、5人世帯：59.2㎥）

出典：東京都水道局平成24年度生活用水等
実態調査

※ 2か月分（税抜き）の金額で比較



9 財政の課題

鈴鹿市公共下水道事業の概要27

 整備過程で投資が続いているため、財務に関する指標はいずれも類似団体平均を下回っ
ており、類似団体に比べて企業債依存度が高く、資金的には余裕がない状況であること。

課
題
1

財政の課題

 一般会計からの繰入金が類似団体に比べて多く、繰入金への依存度が高い。また，料金水

準は、従量料金が低めに設定されているため、周辺自治体と比較して低い状況であること。

課
題
2

課題の解決に向け、資金的に余裕がなく、繰入金への依存度高い中、料金水準も低い状況であるなど、
財政は全般的に厳しい状況となっています。



10 課題の解決に向けて

鈴鹿市公共下水道事業の概要28

課題の解決に向け、整備エリアを考慮した効率的な投資計画の策定や、整備過程で変化してく環境に即し
た使用料や繰入金の構成比を検討した財政計画の策定が重要となります。

効率の良い整備エリアの設定をし、流域下水道の整備計画に準じて効果的に投資を行って

いくことが重要。また、接続率向上に向けた施策の検討も必要。

投

資

整備過程で増加する可能性がある企業債負担を考慮して、使用料、繰入金の構成比を検討

した財政計画の策定が必要。

財

政

課題の解決に向け て



（参考）投資に関する分析（1/2）

鈴鹿市公共下水道事業の概要29

建設改良費は毎年度20億円以上発生しており、公共下水道は整備過程であることから今後も同水準の
発生が見込まれます。

なお、接続率は使用者の接続が進んでいないため、類似団体の平均を下回っていることが課題です。

（百万円）
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※平成26年度のデータで比較
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（参考）投資に関する分析（2/2）

 建設改良費は直近6年間、毎年度20億円以上発生しており、公共下水道は整備過程にあ
ることから、整備が完了するまでは今後も同水準の発生が見込まれます。

 供用開始が平成8年と比較的新しいため、普及率は類似団体平均を下回っています。

 また、管きょを整備しても、使用者の接続が進んでいないため、処理区域内人口内の「接
続率」も類似団体平均を下回っています。

 一方、供用開始年度が新しいため、「有収率」や「有形固定資産減価償却率」は類似団体
平均を上回っています。

鈴鹿市公共下水道事業の概要30



（資料）各指標の計算式と説明（1/2）

財務指標 単位 計算式 説明

経常収支比率 % 経常収益÷経常費用×100
使用料収入等の収益で、維持管理費や支払
利息等の費用をどの程度まかなえているか
を表す指標。

経費回収率 % 使用料収入÷汚水処理費×100 使用料収入により汚水処理費用をまかなえ
ているかを判断する指標。

汚水処理原価 円 汚水処理費÷年間有収水量
有収水量1㎥の汚水処理に何円かかってい
るかを表す指標。

営業収益対経常利益率 % 経常損益÷営業収益×100

経営の持続性、安定性を検証する指標。更
新需要の増加に対して継続的な経常赤字の
発生が予見される場合は、使用料改定の必
要性の要否などを検討する必要がある。

累積欠損金比率 % 当年度未処理欠損金÷（営業収益-受託工事収益）×100

営業収益に対する累積欠損金（営業活動に
よって生じた損失で、前年度からの繰越利益
剰余金等でも補填できず、複数年度にわ
たって累積した欠損金のこと）の状況を表す
指標である。0%であることが望ましい。

繰入金対使用料割合 % 繰入金÷使用料収入×100
使用料収入に対する繰入金の割合。一般会
計からの繰入金にどの程度依存しているか
を表す指標。

有収率 % 年間総有収水量÷年間総汚水処理水量×100
施設の稼働が収益につながっているかを判
断する指標。100％に近づけることが望まし
い。

31 鈴鹿市公共下水道事業の概要

公共下水道事業、農業集落排水事業に関する指標



（資料）各指標の計算式と説明（2/2）

財務指標 単位 計算式 説明

有形固定資産減価償却率 % 有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却
対象資産の帳簿原価×100

有形固定資産のうち償却対象資産の減価
償却がどの程度進んでいるかを表す指標。
更新投資の必要性がどの程度差し迫って
いるかを示す。

普及率（公共下水道事業の
み）

% 現在処理区域内人口÷全体計画人口×100
計画区域のうちどの程度整備が完了して
いるかを判断する指標。100%に近づける
ことが望ましい。

施設利用率（農業集落排水事
業のみ）

% 晴天時1日平均処理水量÷晴天時現在処理能力×100
施設の利用状況や適正規模を総合的に判
断する指標。大きいほど施設を限界能力ま
で利用したことになる。

接続率 % 現在水洗便所設置済人口÷現在処理区域内人口

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗
便所を設置して汚水処理している人口の割
合を表した指標。最終的には100%となっ
ていることが望ましい。

流動比率 % 流動資産÷流動負債×100 貸借対照表から見た短期的な財務安定度
を判断する指標。大きいほど安定性が高い。

事業収益対資金比率 % （投資+現金及び預金+短期有価証券）÷事業収益×100

事業運営上必要な資金（運転資金）を確保
できているかをはかる指標。健全経営の観
点から、一定水準の事業収益対資金残高
比率を確保することが求められる。

固定比率 %
平成25年度まで 固定資産÷(自己資本金＋剰余金)×100
平成26年度 固定資産÷（資本金＋剰余金＋評価差額等
＋繰延収益）×100

貸借対照表から見た長期的な財務安定度
を判断する指標。小さいほど安定性が高い。

企業債依存度 % 企業債残高÷総資産×100 資産に対する企業債残高の割合により、企
業債依存度を測る指標。

32 鈴鹿市公共下水道事業の概要

公共下水道事業、農業集落排水事業に関する指標


