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1 農業集落排水事業の概要

鈴鹿市農業集落排水事業の概要2

農業集落排水事業は、農業用の水路や集落内の排水路などの農村をとりまく環境を整備するため、汚水

処理を行う事業で、規模的に公共下水道を整備するには非効率な農業集落地域を対象としています。

農業集落排水事業のイメージ

（出典：農林水産省ホームページ）



2 農業集落排水事業の沿革

鈴鹿市農業集落排水事業の概要3

平成6年に供用を開始した合川地区から始まり、18の農業集落排水施設の整備が計画され、昨年度末
には最終整備計画地区である三宅・徳居地区の整備が完了しています。

No. 名称 供用開始年度

1 合川地区農業集落排水処理施設 平成6年度
2 甲斐地区農業集落排水処理施設 平成7年度
3 国分・木田地区農業集落排水処理施設 平成9年度
4 国府地区農業集落排水処理施設 平成9年度
5 津賀地区農業集落排水処理施設 平成9年度
6 深溝地区農業集落排水処理施設 平成9年度
7 御薗地区農業集落排水処理施設 平成9年度
8 岸田・花川地区農業集落排水処理施設 平成11年度
9 上田地区農業集落排水処理施設 平成11年度
10 下大久保地区農業集落排水処理施設 平成12年度
11 広瀬地区農業集落排水処理施設 平成14年度
12 天栄地区農業集落排水処理施設 平成15年度
13 国府西地区農業集落排水処理施設 平成15年度
14 伊船・長澤地区農業集落排水処理施設 平成18年度
15 椿地区農業集落排水処理施設 平成19年度
16 東庄内地区農業集落排水処理施設 平成19年度
17 井田川北・汲川原地区農業集落排水処理施設 平成23年度
18 三宅・徳居地区農業集落排水処理施設 平成27年度



3 施設の状況
3.1 施設一覧

鈴鹿市農業集落排水事業の概要4

点在する18の農業集落排水施設ごとに浄化センターを有していますが、個々の施設は該当地区の人口
に応じて、少規模なものとなっています。

No. 名称 位置
居住人数
（H28.3月末）

事業費
（億円）

1 合川地区農業集落排水処理施設 長法寺町・三宅町 510 8.0
2 甲斐地区農業集落排水処理施設 甲斐町 482 7.0
3 国分・木田地区農業集落排水処理施設 国分町・木田町 1,507 15.2
4 国府地区農業集落排水処理施設 国府町・八野町 1,156 12.4
5 津賀地区農業集落排水処理施設 津賀町 361 5.6
6 深溝地区農業集落排水処理施設 深溝町・石薬師町 1,370 15.7
7 御薗地区農業集落排水処理施設 御薗町 1,279 13.1
8 岸田・花川地区農業集落排水処理施設 岸田町・花川町・下大久保町・深溝町 1,002 13.5
9 上田地区農業集落排水処理施設 上田町・石薬師町 685 9.8
10 下大久保地区農業集落排水処理施設 下大久保町・石薬師町 1,285 14.3
11 広瀬地区農業集落排水処理施設 広瀬町・高塚町・伊船町 1,130 13.2
12 天栄地区農業集落排水処理施設 徳田町・五祝町 1,026 13.3
13 国府西地区農業集落排水処理施設 国府町 812 8.8
14 伊船・長澤地区農業集落排水処理施設 伊船町・長澤町・東庄内町・追分町 3,366 29.1
15 椿地区農業集落排水処理施設 山本町・大久保町・小岐須町・小社町 2,213 16.8
16 東庄内地区農業集落排水処理施設 東庄内町 885 8.4

17 井田川北・汲川原地区農業集落排水処
理施設

西冨田町・中冨田町・汲川原町 814 7.2

18 三宅・徳居地区農業集落排水処理施設 三宅町・徳居町 1,198 14.4



3 施設の状況
3.2  施設配置

鈴鹿市農業集落排水事業の概要5
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No. 名称

1 合川地区農業集落排水処理施設

2 甲斐地区農業集落排水処理施設

3 国分・木田地区農業集落排水処理施設

4 国府地区農業集落排水処理施設

5 津賀地区農業集落排水処理施設

6 深溝地区農業集落排水処理施設

7 御薗地区農業集落排水処理施設

8 岸田・花川地区農業集落排水処理施設

9 上田地区農業集落排水処理施設

10 下大久保地区農業集落排水処理施設

11 広瀬地区農業集落排水処理施設

12 天栄地区農業集落排水処理施設

13 国府西地区農業集落排水処理施設

14 伊船・長澤地区農業集落排水処理施設

15 椿地区農業集落排水処理施設

16 東庄内地区農業集落排水処理施設

17 井田川北・汲川原地区農業集落排水処理施設

18 三宅・徳居地区農業集落排水処理施設



3 施設の状況
【参考】 施設の紹介（1/2）

鈴鹿市農業集落排水事業の概要6

合川地区浄化センター 国府地区浄化センター 御薗地区浄化センター

甲斐地区浄化センター 津賀地区浄化センター 岸田・花川地区浄化センター

国分・木田地区浄化センター 深溝地区浄化センター 上田地区浄化センター



3 施設の状況
【参考】 施設の紹介（2/2）

鈴鹿市農業集落排水事業の概要7

下大久保地区浄化センター 国府西地区浄化センター 東庄内地区浄化センター

広瀬地区浄化センター 伊船・長澤地区浄化センター 井田川北・汲川原地区浄化センター

天栄地区浄化センター 椿地区浄化センター 三宅・徳居地区浄化センター



3 施設の状況
3.3 老朽化・耐震化の状況

鈴鹿市農業集落排水事業の概要8

施設，管きょとも耐用年数を迎えておらず、新設時に耐震化も実施済です。現時点では更新を行う必要性

は低い一方、生活インフラの重要な施設であるため、数年毎に施設の更新計画の見直しを行っています。

No. 名称 供用期間（※） 耐震対応

1 合川地区農業集落排水処理施設 22年 ○

2 甲斐地区農業集落排水処理施設 21年 ○

3 国分・木田地区農業集落排水処理施設 19年 ○

4 国府地区農業集落排水処理施設 19年 ○

5 津賀地区農業集落排水処理施設 19年 ○

6 深溝地区農業集落排水処理施設 18年 ○

7 御薗地区農業集落排水処理施設 18年 ○

8 岸田・花川地区農業集落排水処理施設 16年 ○

9 上田地区農業集落排水処理施設 16年 ○

10 下大久保地区農業集落排水処理施設 15年 ○

11 広瀬地区農業集落排水処理施設 13年 ○

12 天栄地区農業集落排水処理施設 12年 ○

13 国府西地区農業集落排水処理施設 12年 ○

14 伊船・長澤地区農業集落排水処理施設 9年 ○

15 椿地区農業集落排水処理施設 8年 ○

16 東庄内地区農業集落排水処理施設 8年 ○

17 井田川北・汲川原地区農業集落排水処理施設 4年 ○

18 三宅・徳居地区農業集落排水処理施設 0年 ○

※ 耐用年数
排水処理建物：50年
排水処理機械：15～50年
管きょ：50年



4 投資の課題

鈴鹿市農業集落排水事業の概要9

 農業集落排水施設は市内に点在しており、個々の施設は少規模であるため、公共下水道
に比べて非効率であるほか、施設数が18施設と多いため、維持管理費が嵩みます。

課
題
1

 建物については当面更新を行う必要は無いものの、一部機械については耐用年数が
徐々に到来を迎え、今後、既存設備の更新費用が継続的に一定程度発生することが見
込まれること。

課
題
2

投資の課題

小規模施設が多数点在しているため、非効率的な運用となると共に、維持管理費が嵩むことが課題とな

ります。また、機械設備を中心に既存施設の更新費用が今後発生することが見込まれます。
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5 現状の1日平均流入水量推移

鈴鹿市農業集落排水事業の概要10

農業集落排水施設の整備を進めてきた結果、 1日平均流入水量は増加していますが、平成27年度に整
備を終えているため、今後の流入水量の増加は見込みにくくなります。

（㎥）
【参考】
平成27年度公共下水道事業の1日平均排水水量：27,562㎥
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6 農業集落排水事業の現状分析
6.1 収益性に関する分析（1/4）

鈴鹿市農業集落排水事業の概要11

営業収益はほぼ横ばいですが、経費回収率や繰入金対使用料割合が類似団体平均を下回っていること

から、不採算となりやすい農業集落排水事業の類似団体と比較しても、繰入金への依存が高い傾向にある

といえます。
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会計制度変更の影響
約1億円

※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。



6 農業集落排水事業の現状分析
6.1 収益性に関する分析（2/4）

 農業集落排水事業は平成27年度まで整備過程にあり、普及率は向上していますが、営業
収益は横ばいです。

 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」は平
均並みですが、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」は平均

を下回っており、賄えていない部分に対して一般会計繰入金が充てられています。

 公共下水道事業と同様に、一般会計繰入金（税金）により類似団体と同程度の収益性を維
持しているといえます。

鈴鹿市農業集落排水事業の概要12
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6 農業集落排水事業の現状分析
6.1 収益性に関する分析（3/4）

鈴鹿市農業集落排水事業の概要13

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

（百万円）



6 農業集落排水事業の現状分析
6.1 収益性に関する分析（4/4）

鈴鹿市農業集落排水事業の概要14

公共下水道事業、農業集落排水事業ともに類似団体より多くの一般会計繰入金を受けていますが、

農業集落排水事業は，使用料収入では維持管理費も賄うことができず，使用料収入の約3倍の繰入金
となっています。
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6 農業集落排水事業の現状分析
6.2 投資に関する分析（1/2）

鈴鹿市農業集落排水事業の概要15

建設改良費は増加傾向にありましたが、平成27年度に整備が完了しているため、今後は維持管理の段階
に入ります。投資に関する指標は類似団体平均を上回っているため、今後も悪化しないよう維持・更新して

いくことが重要です。

0
10
20
30
40
50
60
70
80
有収率

有形固定資産減価

償却率

施設利用率

水洗化率

鈴鹿市 類似団体平均（百万円）

※平成26年度のデータで比較。

126 

241 253 

351 

421 

532 

0

100

200

300

400

500

600

建設改良費



6 農業集落排水事業の現状分析
6.2 投資に関する分析（2/2）

 平成27年度まで整備過程にあったため、建設改良費は増加傾向にありましたが、今後は
維持管理の段階になるため、建設改良費は大幅に減少することが見込まれます。

 供用開始は一番古い合川地区でも平成6年度であり、類似団体と比べて比較的新しいた
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。

 また、「接続率」や「施設利用率」も類似団体平均並みとなっています。

鈴鹿市農業集落排水事業の概要16



6 農業集落排水事業の現状分析
6.3 財務に関する分析（1/2）

鈴鹿市農業集落排水事業の概要17

企業債残高は緩やかに減少傾向にあり、平成27年度に整備も完了していることから、今後も減少傾向に
なると推測されます。現金預金のほか基金も保有しているため、資金保有額が多く類似団体平均を上回って

います。

（百万円）
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6 農業集落排水事業の現状分析
6.3 財務に関する分析（2/2）

 農業集落排水事業の資金の額は類似団体よりも多く、「流動比率」、「事業収益対資金比
率」ともに類似団体平均を上回っています。

 また、農業集落排水事業では基金を約1.6億円保有していることから、「事業収益対資金比
率」が高くなっています。

 一方、「企業債依存度」は類似団体と概ね同水準となっています。

鈴鹿市農業集落排水事業の概要18
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6 農業集落排水事業の現状分析
6.4 周辺自治体との使用料比較

鈴鹿市農業集落排水事業の概要19

料金体系をみると、鈴鹿市のように使用量に応じて料金を設定している自治体と、世帯人数に応じて料金

を設定している自治体があり、鈴鹿市は周辺自治体に比べて低くなっています。

１か月当たり平均使用水量
を2か月分に換算
（4人世帯：50.2㎥）

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
津市、四日市市、松阪市は世帯人数を4人で計算

パターンＡ パターンＢ

自治体 鈴鹿市、桑名市 津市、四日市市、
松阪市

使用料
体系

使用量に基づい
た料金設定

（基本使用料＋従
量使用料）

世帯人数に基づ
いた料金設定（基
本使用料＋定額
×世帯人数）

特徴 使用料は変動 使用料は一定

（円）



7 財政の課題

鈴鹿市農業集落排水事業の概要20

 一般会計からの繰入は類似団体に比べても高く、使用料収入の約3倍となっているなど、
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
1

財政の課題

 整備過程で発行した既発債の償還が完了するまで長期にわたって返済資金が必要である

こと。

課
題
2

 整備が完了しているため、使用料収入が今後増加することは見込み難く、排水量の減少と

ともに使用料も減少していく可能性があること。

課
題
3

 生活排水処理において，公共下水道と同じ受益状況でありながら，公共下水道より低い料
金体系となっている。

課
題
4

繰入金への依存度が高い中、料金水準が低めに設定されているなど、収益面は厳しい状況にあります。

そうした中、既存債の返済資金が必要となる中、使用料収入の増加は見込めない状況であるなど、今後

も厳しい状況が予想されます。



8 課題の解決に向けて

鈴鹿市農業集落排水事業の概要21

平成27年度に整備が完了した中、維持管理の時代に適した投資や、財源構成の検討が必要となります。

平成27年度に整備が完了し、維持管理の時代に移行しているため、既存設備の更新時期、
計画的な維持管理手法の検討が必要。

投

資

整備完了して現在のコスト構造は継続するため、現在の環境下で事業継続可能な繰入金、

使用料の財源構成を十分に検討することが必要。

財

政

課題の解決に向け て



（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、料金改定の
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。

22 鈴鹿市農業集落排水事業の概要

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）

23 鈴鹿市農業集落排水事業の概要

公共下水道事業、農業集落排水事業に関する指標

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。

水洗化率 % 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。


