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第１章  改定の趣旨及び位置づけ 

  改定の趣旨・位置付け 

令和 2年度（2020年度）に改定された北広島市総合計画（第 6次）（以下「総

合計画」といいます。）は、将来の本市をどのようなまちにしていくのかを示

す、まちづくりの指針となるものであり、本市で最も上位に位置する計画であ

り、この総合計画の中で下水道分野における個別計画として位置づけられてい

るのが「下水道事業経営戦略（平成 31 年（2019 年）3 月策定）」（以下「経営

戦略」といいます。）です。 

本市の下水道は、施設の老朽化が進行している現状から、今後改築・更新需

要の増加が見込まれる一方、人口減少や少子高齢化の進行に伴う使用料収入の

減少が見込まれており、厳しい経営環境に置かれることが予想されています。 

このような情勢から、より一層の経営効率化・健全化に向けた取組が必要で

あり、令和元年度（2019 年度）の下水道事業会計の官公庁会計から公営企業

会計※○へ移行に伴い、経営の基本的な計画となる経営戦略を策定し、本市下

水道事業が抱える諸課題とその解決に向けた方針や具体的取組、投資・財政計

画を示し、この経営戦略に沿って、毎年度の予算編成や実施計画を策定してい

ます。 

経営戦略の策定から、まもなく 3年が経過することから、これまでの実績の

検証を行い、計画値と実績値のかい離をチェックするとともに、情勢の変化に

応じた最新の将来予測を反映し、適正な経営見通しを行い、より質の高い経営

戦略とするため、本改定を行います。 

なお、本改定においては令和 5 年度（2023 年度）開業予定のプロ野球「北

海道日本ハムファイターズ」の新球場を核としたボールパークの関連施設や北

広島駅西口周辺エリアの整備見通し、 新型コロナウイルス感染症による影響

などについても可能な限り反映します。 

 

  

※○ 公営企業会計：地方公共団体などが経営する水道、交通、病院事業などの公営企業に適用される会計方式で、発生主義、複式簿記

を採用し、損益計算書や貸借対照表などの財務書類の作成により経営成績などが明確化する効果があります。 

※○ ストックマネジメント：下水道事業におけるストックマネジメントは、目標とする明確なサービス水準を定め、下水道施設全体を

対象に、その状態を点検・調査等によって客観的に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測しながら、点検・調査、修繕・改築を

一体的に捉えて下水道施設を計画的かつ効率的に管理するものです。 
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  下水道ビジョン・経営戦略の概要 

本市では、平成 23年度（2011年度）に「下水道中期ビジョン」を策定しま

したが、平成 30年度（2018年度）に基本的な方向性を経営戦略に引継ぎ一本

化しました。本改定においては、下水道ビジョンを包含した経営戦略であるこ

とを明示するため、名称を「経営戦略」から「下水道ビジョン・経営戦略」に

改めます。 

【下水道ビジョンと経営戦略の策定経過】 

下水道ビジョンは、「基本理念」、「基本方針」、「施策」で構成されており、

「基本理念」では下水道のあるべき姿、目指す目標像を、「基本方針」では「基

本理念」も実現に向けた施策の方向性を示しています。そして、「基本方針」

に沿った具体的な施策を定めます。これらは、「第 4章 基本理念・基本方針・

施策」、「第 5章 計画期間における具体的取組」において定めます。 

【下水道ビジョンのイメージ図】 

  

施策

取組などの実施

実施状況の評価

基本理念（目標像）

基本方針

下水道ビジョン

現状の課題の整理

計画・取組などの
策定・設定

計画・取組などの
見直し



北広島市下水道ビジョン・経営戦略 2022-2031 

 

－3- 

 

経営戦略は、投資と財源の収支が均衡した投資計画や財政計画がその柱とな

り、「第 6 章 投資・財政計画」において定めます。策定にあたっては、十分

に現状分析・把握を行ったうえで、中長期的な視点から将来予測を適切に行う

とともに、財源試算からその実現可能性を検証します。また、効率化・経営健

全化の取組などについても必要な検討を行い反映します。 

【下水道ビジョンと経営戦略の関係図】 

【経営戦略のイメージ図】 

 

 

 

  

投資試算 財源試算

投資以外の経費

投資・財政計画（収支計画）

均衡

資金不足比率※○、資金管理・

調達、情報公開

その他重点事項（防災対策、

危機管理等）

反映

効率化・経営健全化の取組方針

組織、人材、定員、

給与に関する事項

広域化、民間のノウハウ活用

等に関する事項

その他の経営基盤

強化の取組

下水道ビジョン 基本理念・基本方針・施策

基本理念・基本方針・施策を実現するためのより具体的な計画

経営戦略 投資・財政計画が柱

※○ 資金不足比率：地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の度合いを表す指標です。 
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  計画期間 

計画期間は、予測の確実性の観点から令和 4年度（2022年度）～令和 13

年度（2031年度）の 10年間とします。 

さらに、施設・設備の老朽化・劣化の状況や使用可能年数などについて分

析のうえ、将来を見据えた施設・設備の更新需要額などを把握し、合理的な

投資の内容・所要額などの将来試算をするための長期推計を行うこととし、

その長期推計期間は、令和 14年度（2032年度）～令和 33年度（2050年度）

の 20年間とします。 

なお、計画の見直しについては、「第 7章 フォローアップ」において定め

ます。 

 

  改定のポイント 

今回の改定のポイントは次のとおりとなります。 

 

 

最新の情勢

改築・更新計画 新型コロナウイルスの影響

ストックマネジメント計画 経営実績

最新の将来予測 検討事項

ボールパーク開業 広域化・共同化

駅西口周辺エリアの整備 ＩＣＴ（情報通信技術）の活用

長期推計の実施 下水道使用料金適正水準の検討

設定目標の数値化

反映 経営戦略 反映
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第２章  下水道事業の現状と課題 

  下水道事業の概要 

本市の下水道事業は、昭和47年（1972年）2月に北広島団地の一部を供用開

始して以来まちの発展とともに積極的に施設整備を進め、令和2年度（2020年

度）末時点の下水処理人口普及率※○は97.44％、処理区域※○内の水洗化率※○は

99.96％の高水準に達しており、汚水処理に必要となる施設の整備は終了して

います。このため、現在は、施設の維持管理と終末処理場※○及びポンプ場※○

施設の更新が事業の中心となっています。雨水管の整備については、道路改良

工事にあわせて順次実施しており、令和2年度（2020年度）末現在での整備率

は79.6％となっています。 

このほか、終末処理場ではバイオマス※○の有効利用を目的として、下水汚泥

に加え平成23年度（2011年度）から生ごみ、平成25年度（2013年度）からし尿

及び浄化槽汚泥（以下「し尿等」といいます。）の集約・混合処理を行ってい

ます。 

 

 

 

 

【下水道事業の概要データ】 （令和 3年（2021年）3月 31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※○ 下水処理人口普及率：下水道の整備状況を示す指標として用いられる、行政区域内人口に対する下水道を利用できる区域内の人口

の割合です。 

※○ 処理区域：下水を終末処理場により処理することができる区域で、本市では市街化区域全域を処理区域としています。 

※○ 水洗化率：処理区域内の人口に対する実際に水洗便所を設置している人口の割合です。 

※○ 終末処理場：下水を最終的に処理して河川などの公共用水域に放流するための施設です。 

※○ ポンプ場：下水が終末処理場まで流れる間に高低差のより自然流下できない箇所があるため、ポンプにより高い所へ下水を送る施

設です。 

※○ バイオマス：再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたものとされており、この経営戦略においては下水汚泥、生ごみ、

し尿及び浄化槽汚泥を指します。 

※○ マンホールポンプ所：下水が終末処理場まで流れる間に高低差により自然流下できない箇所があるため、ポンプにより高い所へ送

る施設でマンホール内に設置される施設です。 

昭和47年（1972年）2月1日

57,990人

56,505人

56,480人

97.44%

99.96%

汚水 304.8㎞

雨水 252.1㎞

8箇所

2箇所（大曲地区・西の里地区）

箇所数 １箇所（富ヶ岡916番地2）

総処理水量 7,189,290ｍ3（令和2年度（2020年度））

処理能力 24,933ｍ
3
/日（晴天時）

主
要
な
施
設

　下水道管延長

　マンホールポンプ所※○

　ポンプ場

アクア・バイオマス
センター

普
及
状
況

供用開始年月日

行政区域内人口

処理区域内人口

水洗便所設置済人口

下水処理人口普及率

処理区域内水洗化率

アクア・バイオマスセンター北広島に名称変更 

バイオマス混合処理という先進的な取組をアピールし、また、馴染みやすく、洗練された表現へ変

更するため、終末処理場の名称が、令和 3 年（2021 年）4月 1 日、「北広島下水処理センター」から

「アクア・バイオマスセンター北広島」（以下「アクア・バイオマスセンター」といいます。）に変更

となりました。 
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【下水道整備計画区域図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アクア・バイオマスセンター（終末処理場）平面図】 
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タ
ン
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２
系
列
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（
３
系
列
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№2
1池
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1 2

1
2
3
4
5

管理棟

最初沈殿池
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硫
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管

廊

２系

３系

43
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混合調整棟

2・3系水処理棟

施 工 済

事 業 計 画

全 体 計 画
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  バイオマス混合処理の状況 

 

本市では、既存の下水処理施設にバイオマ

ス（生ごみ、し尿等）を受け入れ、下水汚泥

との混合処理を行うため、平成 19年度（2007

年度）から施設の整備を進め、平成 23年度

（2011年度）から生ごみ、平成 25年度（2013

年度）からし尿等と混合処理を行っていま

す。し尿等は近隣３町（夕張郡長沼町、由仁

町、空知郡南幌町）との広域処理を行ってい

ます。 

この施設は、国内で初めて既存施設を活用して建設した施設であり、これま

でに多くの人が視察に訪れています。 

【アクア・バイオマスセンター（終末処理場）の処理工程】 

 

 

 

 

 

近年、下水汚泥は増加傾向に、し尿等は減少傾向にあります。一方、生ごみ

については、平成 29年度（2017年度）からほぼ横ばいで推移しています。 

【バイオマス混合処理実績の推移】 

 

 

  

バイオマス混合調整棟 

緑農地還元

下水汚泥

市内の

生ごみ

1市3町の

し尿等

消化ガス

乾燥汚泥

バイオ混合槽

燃料として使用
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【乾燥汚泥肥料生成実績の推移】 

 

ＣＯ２削減量は以下の項目を合算して算出し、バイオマス混合処理開始の前

年度（平成 22 年度（2010 年度））を基準年度として数値との対比で表してい

ます。 

①生ごみの埋立処分時に発生するメタンガス量 

アクア・バイオマスセンター（終末処理場）にてバイオマス混合処理された

生ごみ量を埋立処分したと仮定した際に発生するメタンガス量をＣＯ２換算

した量です。 

②アクア・バイオマスセンターにおける重油削減量 

バイオマス混合処理により発生する消化ガスは、アクア・バイオマスセンタ

ーにおいてボイラーや乾燥機の燃料として有効利用しており、これにより重油

使用量を削減することができます。平成 22年度（2010年度）を基準とした年

間重油使用量の削減量をＣＯ２換算した量です。 

③既存のし尿処理施設を統合したことによるＣＯ２削減量 

平成 25年度（2013年度）より、それまで稼働していたし尿処理施設をアク

ア・バイオマスセンターに統合したことにより、し尿処理施設からのＣＯ２発

生量そのものを削減量として見込んだ量です。し尿処理場の重油使用量から推

定した値で、340t/年としています。 

【消化ガス発生量、重油及びＣＯ２削減実績の推移】 

※消化ガス発生量は、圧力、温度及び湿度に左右されない気体の実量を表す「Ｎｍ3（ノルマル立米）」で
表記しています。 
※メタン（ＣＨ4）を二酸化炭素（ＣＯ2）に換算するための地球温暖化係数は 25 を用いています。 
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  下水道施設の現状 

 

布設から法定耐用年数※○である 50 年を経過した管は、延長約 4.3km（総延
長の 7.66%）であり、本計画期間中（令和 4 年度（2022 年度）～令和 13 年度
（2031年度））に新たに法定耐用年数を迎えることとなる、布設から 40～49年
を経過した管は、延長約 209km（総延長の 37.23%）となっています。また、30
～39年を経過した管は、延長約 135km（総延長の 24.03%）となっています。 

法定耐用年数を経過してもすぐに使用できなくなるわけではありませんが、
今後 10～20 年後に大規模な改築・更新の時期を迎えることが見込まれていま
す。 

【年度別雨汚水管布設延長】 

【雨汚水管の経過年数別割合】 

 

※○ 法定耐用年数：減価償却費の算出の基準となる施設や設備などの資産の効用が持続するとされる期間で地方公営企業法施行規則な

どで定められています。 
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アクア・バイオマスセンターは、昭和47年（1972年）2月に供用開始し49年

が経過、大曲ポンプ場は、昭和61年（1986年）4月に供用開始し35年が経過、

西の里ポンプ場は、平成7年（1995年）4月に供用開始し26年が経過しています。 

アクア・バイオマスセンター及びポンプ場の機械・電気設備の耐用年数は 20

年以内であり、多くの資産が耐用年数を超過している状況で既に改築・更新の

時期を迎えており、令和元年度（2019年度）に策定した「ストックマネジメン

ト計画」に基づき、老朽化により劣化の進んだ施設・設備について順次更新を

進めています。 

【ストックマネジメント計画における検討対象施設】 

【処理施設耐震化の状況】 （令和 3年（2021年）3月 31日現在） 

 

  

施　設　名 工　種 主　な　施　設 対象数

2系水処理設備等 50

汚泥処理設備 13

電気設備 負荷・計測・監視制御設備 127

建築設備 屋上防水、建具 18

建築機械設備 空調・換気設備 3

土木設備 防食塗装等 2

機械設備 内装、建具等 13

電気設備 受変電・自家発電・監視制御設備 21

建築機械設備 衛生設備 1

建築電気設備 屋内外照明 9

西の里ポンプ場 電気設備 受変電・自家発電・監視制御設備 37

294

アクア・バイオマスセンター

機械設備

大曲ポンプ場

合　計
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① 地震災害のリスク 

平成 28年度地震被害想定調査結果報告書（平成 30年（2018年）2 月 1日付

けで北海道が公表）では、本市に最も大きな被害をもたらす地震は、野幌丘陵

断層帯による地震で、最大震度 7を示すものと予測されていますが、本市では

明治 17 年（1884 年）の入植から 130 年余りが経過した平成 30 年（2018 年）

9 月の北海道胆振東部地震まで地震による大きな被害を受けた記録はありま

せんでした。 

この地震により本市においても震度 5 弱の揺れを観測し大きな被害を受け

た地域もありましたが、下水道管路、処理施設ともに被害は確認されませんで

した。 

また、停電が長時間にわたりましたが、アクア・バイオマスセンター（終末

処理場）では非常用電源装置が正常に作動し、処理機能を停止させることなく

通常どおり下水道の利用ができました。 

本計画期間においても処理施設及びポンプ場施設の耐震化を進め非常時の

処理機能確保に努めます。 

② 市街地浸水のリスク 

令和 2年度（2020年度）末現在の雨水管整備率は 79.6％となっていますが、

未整備地区においても、道路側溝等により雨水が排除されています。 

また、本市は起伏に富んだ地形であるため自然流下により雨水が排除される

地域が多く、市街地における浸水の危険度は全体的には低いといえます。 

ただし、市の東側に位置する標高の低い地域では、大雨時などの河川の増水

によって雨水が排除されないおそれもあることから、関係部署と連携し対策を

検討する必要があります。 
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  経営の現状 

 

これまで人口の増加に合わせ積極的に施設整備を進め、下水道使用料収入額は

順調に増加を続けてきました。人口減少に伴い平成 22 年度（2010 年度）からは減

少傾向に転じましたが、企業進出の影響などにより平成 27 年度（2015 年度）から再

び増加し、平成 30年度（2018年度）は下水道の供用開始以来最高の収入額（税抜

約 8.0 億円）となりました。その後は再び人口減少の影響により減少傾向となっていま

す。 

また、令和 2年度（2020年度）は、新型コロナウイルス感染症の影響による時短営

業や休業のため、営業用・工場用などの需要が減少し、前年度比で約 995 万円（税

抜）の減収となりました。 

【下水道使用料収入額（税抜）の推移】 

【人口及び下水道使用料収入額（税抜）の推移】 
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本市の下水道使用料は、１か月に 20ｍ3使用した場合では、2,442 円（税込

み）となっており、北海道内 35 市で比較した場合では、低い方から 6 番目と

なっています。なお、使用水量によってこの順位は変動します。 

【北海道内３５市の下水道使用料（１か月に２０ｍ３使った場合）】 

 （消費税込み、令和 3年（2021年）1月 1日現在） 

使用料体系については、全国的に下水道事業は企業債※○償還費などの固定

的な経費の割合が高いため、使用水量によって変動しない基本使用料で一定割

合の収入を確保することにより経営の安定化を図っています。 

一定の水量までを同一料金とする基本水量制については、少子高齢化の進行

や単身世帯の増加などにより基本水量に満たない使用者の割合が高くなって

きているため、節水努力が報われるよう、より市民生活の実態を反映した料金

制度について検討を行う必要があります。 

基本水量を超える水量については、排水量が多いほど処理施設への負荷が大

きくなることから段階的に料金が高くなる従量制を採用しています。 

【北広島市の下水道使用料体系（税抜き）】 

  

（基本水量） ０～１０ｍ
3

１１～２０ｍ3 １２２円

２１～５０ｍ3 １３９円

５１ｍ3～ ２１２円

基本使用料
１,０００円

従量使用料

（1ｍ3につき）

※○ 企業債：地方公営企業が行う建設、改良などに要する資金に当てるために借入れる地方債です。 
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下水道事業は、1部 3課 5担当の組織で、職員数は、17人（再任用職員 1人

を含む。部長を除く。）となっています。 

職員の平均年齢は 36.8歳と若年齢化が進んでおり、20～30代の職員が全体

の 66.7％を占めています。下水道事業職員としての経験年数は、令和 3年（2021

年）4 月現在で平均経験年数は 3.3 年となっており、また、6 年以上の経験の

ある職員が 3 人しかいないことから、知識、技術の継承が課題となっていま

す。 

職員 1人当たりの処理区域内人口は 3,764人（令和元年度（2019年度））で、

類似団体※○の平均値 4,081 人よりやや低い状況となっていますが、今後は、

施設延命化のための計画的な点検・調査及び修繕・改築による施設管理を推進

していく必要があることから、職員 1 人当たりの業務負荷が大きくなること

が見込まれます。このため、さらに効率的な組織及び職員配置の検討が必要と

なります。 

【下水道事業・水道事業の組織図】 （令和 4年（2022年）4月 1日現在（予定）） 

  

主査 スタッフ

総務・料金担当　※1 1人

財務担当　※1 1人

課長　※1

主査 スタッフ

管理担当 1人 2人

処理施設担当 1人 2人

課長

部長

施設担当 1人 2人

下水道課

アクア・バイオマスセンター
（旧名称：下水処理センター）

センター長（令和3年度（2021年
度）からは下水道課長が兼ねる）

水道部

水道事業

経営管理課 4人

下水道事業

※1　下水道事業・水道事業の業務を兼務
している者

水道施設課

※○ 類似団体：本市と人口規模などが類似する団体（水道事業体）のことです。 
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【下水道事業の職員配置状況（水道部長を除く）】 （各年度 4月 1日現在） 

 

【年齢別構成割合、水道事業経験年数（水道部長、再任用職員を除く）】 

 （令和 3年（2021年）4月 1日現在） 

  

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2017年度） （2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

【予定】

課長 1 1 1 1 1 1

スタッフ 5 4 7 6 6 6

再任用 0 0 0 0 0 0

計 6 5 8 7 7 7

課長 1 1 1 1 1 1

スタッフ 8 9 6 6 6 6

再任用 0 0 0 0 0 0

計 9 10 7 7 7 7

課長 1 1 1 1 0　※2 0　※2

スタッフ 4 2 2 2 2 2

再任用 1 1 1 1 1 1

計 6 4 4 4 3 3

21 19 19 18 17 17

区分

経営管理課
(旧：業務課)

※1

下水道課

合    計

アクア・バイオ
マスセンター

※1　令和元年度（2019年度）に下水道課（事務担当3人）と業務課を統合し、経営管理課となった。なお、経営管理課は、下水道事
業及び水道事業の業務を兼務している。
※2　下水道課長はアクア・バイオマスセンター長を兼務している。
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これまで下水道施設整備に充てられた企業債残高は、平成 10年度（1998年度）

末時点で約 117.1 億円に達しましたが、汚水処理施設の新規整備が終了し建設事

業費が減少してきたため、企業債発行額も減少し令和 2年度（2020年度）末時点の

残高は約 69億円となっています。 

元利償還金についても平成 15 年度（2003 年度）の約 11.2 億円をピークに減少

傾向となり令和 2年度（2020年度）は約 8.0億円となっています。 

【企業債残高と元利償還金の推移】 
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下水道事業の経営状況は、全国的に統一された方法により算定される経営指

標の推移の把握や他団体との比較を行うことにより、一定の自己分析ができ将

来の経営改善に生かすことができます。 

本項では、本市の過去 5年間の実績の推移と、全国及び人口規模などが類似

する 81団体の平均値と比較分析を行いました。 

※全国及び類似団体平均数値は令和元年度（2019年度）決算数値です。 

 

① 下水道の普及状況 

下水道普及率は、行政区域内人口に対して下水道を利用できる区域の人口

（処理区域内人口）割合を示す指標で、施設整備段階ではこの指標の向上を目

標としてきました。また、水洗化率は、処理区域内の下水道への接続の進行程

度を示します。 

これらの指標はいずれも高止まりとなっており、本市では、施設整備及び下

水道への接続が終了し、維持管理が事業の中心となっていることが示されてい

ます。 

【人口、下水道普及率及び水洗化率】 

 

② 有収率 

有収率は、処理した汚水のうち下水道使用料の対象となる水量（有収水量）

の割合で、数値が高いほど雨水や地下水などの不明水の流入が少なく汚水処理

の効率が良いと判断できます。 

本市の有収率は、全国及び類似団体平均に比較してやや低い水準となってい

ましたが、令和 2 年度（2020 年度）には類似団体平均を上回る水準まで改善

しています。 

 

 

有収率 =
年間有収水量

年間汚水処理水量
× 100 

【値が大きい＝収益性が高い】 



北広島市下水道ビジョン・経営戦略 2022-2031 

 

－18- 

 

 

【処理水量、有収水量及び有収率】 

 

③ 施設利用率 

施設利用率は、汚水処理施設の一日に処理が可能な能力に対する一日平均処

理水量の割合であり、施設の稼働状況や適正規模を判断する指標です。下水道

が十分に普及した状況で利用率が低い場合、処理する汚水量に対し過大な施設

が整備されていることとなり効率が悪いと判断できます。 

本市では、全国及び類似団体平均を上回り、施設を有効に活用しており、ま

た、一定の処理水量の変動に対応できる余裕も必要なため、おおむね適正な水

準と考えられます。 

【施設利用率】 

 

施設利用率 =
現在晴天時平均処理水量

現在処理能力（晴天時）
× 100 

【値が大きい＝施設を有効に活用している】 
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④ 経費回収率 

経費回収率は、汚水処理費をどの程度下水道使用料で賄えているかを表す指

標で 100％に達していることが理想的です。 

分流式下水道に要する経費※○を汚水処理費に含めて算定した場合の本市の

経費回収率（分流控除前）は、全国、類似団体平均値をともに大きく上回るこ

とから、一般会計への依存割合が非常に低いことが示されています。また、経

費回収率（分流控除後）は、汚水処理費の減少により年々向上し経営状況の改

善が進んでおり、平成 30年度（2018年度）以降は 100％を超えています。 

【使用料単価、汚水処理原価、経費回収率】 

【経費回収率】 

 

 

 

 

 

※○ 分流式下水道等に要する経費：地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の度合いを表す指標です。雨水と汚水を別々の管

で流す分流式下水道は、公共用水域の水質保全など公的な便益が高いことから、一般会計から下水道事業に繰り出すことができる

こととされている経費です。 

経費回収率 =
使用料単価

汚水処理原価
× 100 

【値が大きい＝収益性が高い】 

・使用料単価：有収水量 1ｍ3当たりの下水道使用料 

・汚水処理原価：有収水量 1ｍ3当たりの汚水処理費 
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【使用料単価・汚水処理原価】 

⑤ 処理区域内人口１人当たりの企業債残高 

本市の処理区域内人口 1 人当たりの企業債残高は、集中的に下水道施設の

整備を進めた昭和時代に発行した企業債の償還終了により減少傾向となって

おり、類似団体平均値の半分以下の数値となっています。 

企業債残高が多い場合、収支を圧迫するとともに人口減少社会において将来

に負担を多く残すこととなるため、資金不足となるおそれがあります。将来的

には、管路施設の更新事業が本格化することに伴い増加する見通しとなってい

ます。 

【処理区域内人口１人当たりの企業債残高】 
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  下水道事業の課題 

本市の下水道事業の現状は、使用料収入の増加と新規施設整備の終了に伴う

企業債元利償還金の減少により経営に関しては着実に改善が進んでいます。下

水道施設に関しては、管路施設の法定耐用年数経過に伴い改築・更新需要の増

加が見込まれますが、本格的な更新時期は今後 10～20年後と見込まれます。 

このような現状から、少子高齢化の進行による人口減少と改築・更新需要の

増加による将来の経営環境の変化への備えが喫緊の課題であり、当面は公営企

業会計による経営の安定化を目指すこととなります。 

 

下水道施設は、道営北広島団地の開発を契機に昭和 45年（1970年）の事業

着手から市街地を順次事業区域に編入し施設整備を進めてきました。市街地の

拡大に合わせ急速に整備されたため、今後増大する老朽化による更新需要への

対応や施設の破損によるリスクの管理が課題となっています。 

 

災害対策については、全国的な大規模地震や豪雨被害の発生を背景に積極的

な施設の耐震化や市街地における浸水対策が求められています。老朽化に伴う

施設更新に加え、耐震化による費用の増大が見込まれることから、より計画的

かつ効率的に施設の改築や更新を進める必要があります。 

 

下水道事業は、令和元年度（2019年度）に公営企業会計へ移行して間もない

ため、経営安定化が急務となっています。費用の増加が見込まれる一方、本格

的な人口減少社会の到来や節水機器の普及などによる収入減少が不可避とな

っていますが、下水道は、市民生活を支える重要なインフラ資産であり、将来

にわたり安定的なサービスを継続する必要があります。このため、これまで以

上に経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図り事業運営を進める必要

があります。 

 

北海道では、広域化・共同化計画の策定が予定されていることから、その動

向に合わせて、ソフト面（維持管理業務、水質調査、薬品の共同発注、災害時

等対応）についての検証を行うこととなりますが、現状としては、各下水道事

業体独自の方式で運用されているため、広域化・共同化を検討するためには、

今後、施設の更新や情報交換の中で、中長期的に整理していく必要があります。 

 

人口減少や高齢化に伴う民間の施工業者の減少や担い手不足、高齢化、人材

の育成については、官民共通の課題となっています。 
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現行の経営戦略は、平成 30年度（2019年度）に策定したものであり、ＰＤ

ＣＡサイクルにより毎年度決算後、計画に対する取組の状況や収支実績の検証

を行い、次年度以降の取組に生かして行くこととしています。計画策定から 2

年が経過し、令和元年度（2019年度）～2年度（2020年度）の実績を把握でき

るようになったことから、本改定において反映させる必要があります。 

 

今後の改築・更新に向けては、ストックマネジメント計画に基づく長期的な

改築・更新需要の把握とともに資産維持費の適正な割合や考え方を整理し、改

めて使用料収入全体の適正水準を検討する必要があります。 

 

【下水道事業の課題】 

 

 

 

 

 

早期対応課題

　下水道事業の課題

中長期課題への備え

中長期課題への備え

中長期的に

見込まれる課題

改築・更新需要の増大に向けた需要の把握

公営企業経営の安定化

防災・減災対策の充実

少子高齢化の進行及び人口減少に伴う使用料収入減少への対応

本格的な改築・更新開始による業務量・事業費増加への対応

使用料の適正水準把握

下水道整備等財源の今後について 

 平成 29年度（2017年度）に国の財政制度等審議会※○において、汚水処理施設の更新費用は使用料

で賄うべきという方向性が示されるとともに、平成 30年度（2018年度）は分流式下水道に要する経

費についての繰出基準※○見直しの必要性が指摘されたところでもあり、今後下水道事業経営に大き

な影響が及ぶ制度見直しが行われる可能性があります。 

具体的には、下水道の整備財源である国庫補助金の対象範囲重点化に伴う老朽化対策への配分縮小

と汚水分の資本費※○への一般会計負担割合見直しの方向性が示されたものであり、これらの財源が

減少した場合、下水道使用料によって補わなければならないため、市民負担の増加が懸念されます。 

そのため、国に対して下水道施設の改築に係る国費負担・制度の継続や充実を要望しています。 

※○ 財政制度等審議会：国の予算、決算及び会計の制度に関する重要な事項について調査審議するため、財務省の付属機関として設け

られている財務大臣の諮問機関です。 

※○ 操出基準：雨水処理に要する経費など、経費の性質から一般会計が下水道事業に対し繰り出すべき経費を定める基準で総務省より

毎年示されます。 

※○ 資本費：下水道事業（地方公営企業法適用事業の場合）においては、減価償却費、企業債利息、資産減耗費等を指します。 
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第３章  将来の事業環境 

  外部環境 

 

令和 5 年度（2023 年度）のボールパーク開業に向け、球場の建設が進めら

れているほか、レジデンスやキッズパーク（ミニチュア版のフィールドや遊具）

などの施設も建設が予定されていることから、本市上下水道事業においても需

要増に対応するため、

上下水道施設の整備を

進めています。その他

に建設される施設の種

類や規模などの詳細に

ついては、今後、公表さ

れていきますが、これ

らの稼働による下水道

使用料収入の拡大が期

待されます。 

 

 

ボールパークの開業を見据え、

駅西口周辺エリアには、駅前広場

やホテル・飲食店・シャトルバス

発着場などが入る複合交流拠点

施設などの整備に向けた検討が

進められています。ボールパーク

の開業に加え、これらの駅西口周

辺エリアの活性化と定住促進に

よっても下水道使用料収入の拡

大が期待されます。 

 

【北広島駅西口周辺エリアの整備計画】 

  

１．駅前広場 シャトルバス発着場、歩行者デッキ、バスシェルターなど

２．複合交流拠点施設 ホテル、飲食店、コワーキングスペースなど

３．立体的広場・公園 屋外広場、テラスパーク、屋内のイベントスペース
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下のグラフは、北海道において新型コロナウイルス感染症のまん延が始まっ

た令和 2年（2020年）2月から令和 3年（2021年）3月までの用途別の下水道

使用料金調定額を前年の同じ月の調定額と比較したものです。 

家庭用はいずれの月も前年を上回っていますが、営業用、工場用は令和 2年

（2021 年）3 月以降減少傾向で推移し年度の下半期にかけて徐々に減少額が

小さくなっていますが、前年並みまでの回復には至りませんでした。 

家庭用は外出自粛やテレワークの普及により需要が増加しましたが、営業用

などは時短営業や休業、学校の休校などの影響により需要が減少しました。 

【下水道使用料金調定額（前年との比較）】 

 

① 人口の推移と将来推計 

本市の人口は、平成 19年度（2007年度）を境に減少に転じており、自然増

減では、この年以降、死亡数が出生数を上回る「自然減」となっています。転

入数から転出数を差し引いた「社会増減」は、平成 18年度（2006年度）まで

は「社会増」となっていましたが、その後拮抗した状況となり、近年は再び「社

会増」となっています。 

国立社会保障・人口問題研究所※○（以下、「社人研」といいます。）の将来人

口推計では、今後も人口減少は続き、令和 22年度（2040年度）には 46,222人

となり、令和 2年度（2020年度）より 11,768人減少すると推測されています。 

また、北広島市人口ビジョン※○（令和 3年（2021年）3月改定）では、市独

自の人口推計を行っており、令和 22年（2040年）には、51,401人に減少する

と見通しています。 

 

※○ 国立社会保障・人口問題研究所：厚生労働省に所属する国立の研究機関であり、5 年に 1 度の国勢調査の結果を基に、5 年毎の

地域別の将来推計人口を作成・公表しています。直近の推計は、平成 27 年（2015 年）の国勢調査をもとに、平成 30 年（2018

年）3 月に公表したもので、2020 年、2025 年・・2045 年の人口推計を行っています。 

※○ 北広島市人口ビジョン：本市における人口の現状と将来展望を示しているものです。 
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② 水洗化人口の推計 

人口については、令和 2 年度（2020 年度）末人口（57,990 人）を基に、社

人研と北広島市人口ビジョンの人口減少率を用いてそれぞれ算出しました。ま

た、下水道普及率や水洗化率の推計値から水洗化人口の推測を行いました。 

水洗化人口の推計方法 

推計方法 1 

社人研の人口減少率を用いる方法 

推計方法 2 

北広島市人口ビジョンの人口減少率を用いる方法 

その結果、10 年後（令和 13 年度（2031 年度））の水洗化人口は、推計方法

1 の場合だと 51,325人、推計方法 2 の場合だと 53,471 人となり、2,146 人の

差が出ることとなりました。 

社人研における推計値は、令和 2 年度（2020 年度）時点で実績よりも低く

なっていることや、本市では、出生率向上や転入の促進などの取組を進めてお

り、また、ボールパーク開業による効果などにより人口減少を抑制する効果が

期待されていることから、有収水量・処理水量の動向については、推計方法 2

の推計を用いることとします。 

【水洗化人口の推計】 （単位：人） 

 

③ 有収水量・処理水量の推計 

【作成中】  
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  内部環境 

 

本市の下水道事業着手からの建設事業費の総額は、約 450億円、年平均事業

費は、約 8.9億円で近年の事業費約 5億円を大きく上回ります。今後の改築・

更新事業費は、物価変動や高性能化などによる増大が見込まれるほか、開発行

為などにより受贈された下水道施設の更新事業費が加わることとなります。 

また、老朽化対策への国庫補助の増額配分が見込まれないため、当面の財源

対策としては、企業債の増額ということになります。 

今後については、ストックマネジメント計画に基づいた施設の延命化や改

築・更新の最適化による更新投資額の抑制及び平準化を図る必要があります。 

【これまでの建設事業費の推移】 

 

 

人口減少による料金収入の減少が避けられない中、更新需要に基づいた管路

施設の更新や耐震化などを進めた場合、財政の収支バランスが崩れて厳しい経

営環境を迎えることなるため、資金が確保できるような経営面での対策が求め

られます。また、企業債の借入に当たっては、過度の依存とならないよう考慮

しつつ計画的に借入を進めていく必要があります。 
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今後増加する管路の更新事業への対応のほか、下水道施設の計画的な点検、

修繕などにより施設の延命化を図る必要があり、また、積極的な施設の耐震化

が求められています。これにより、職員１人当たりの業務量が増加していくこ

とが想定されます 

さらに、職員の若年化が進み、知識や技術の継承が課題となっている中、

下水道事業を支えるためには、市の職員定員管理の条件下でも一定数の職員

の確保しつつ、人材の育成や業務のマニュアル化、研修会への積極的な参加

などを進めるとともに、計画的に投資を平準化することにより事務処理量を

一定にすることが重要となります。 
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第４章  基本理念・基本方針・施策 

本市の下水道の水洗化率は 99.96％（令和 2 年度（2020 年度）末時点）に

達しており下水道の普及に関してはほぼ目標が達成され、施設の維持管理と改

築・更新が事業の中心となっています。 

近年は、人口減少・少子高齢化の進行や老朽化施設の加速度的増加などによ

る経営へのマイナスの影響が懸念されるほか、地震や豪雨などによる災害への

備えについて社会的な関心が高まってきています。 

本下水道ビジョン・経営戦略では、「快適な生活環境を次世代につなぐ下水

道」を基本理念とし、「安全」、「持続」、「環境」の 3 つ観点から次のとおり基

本方針を定めます。また、下水道の供用開始から 50 年を迎えることから「～

北広島の下水道はもうすぐ 50 歳～」を基本理念のサブタイトルとします。 

また、その基本方針を具現化するための施策を設定し、下水道事業経営を行

います。 

  

持続
事業の継続性確保

①施設の適正な維持管理

②財政状況の把握と健全経営

③お客様サービスの向上

④職員教育の充実・技術の継承

⑤民間活用・官民連携・広域化の推進

⑥危機管理体制の充実

基本理念

基本方針

快適な生活環境を次世代につなぐ下水道

～北広島の下水道はもうすぐ50歳～

環境
循環型社会形成の推進

①バイオマス受入及び適正処理

②汚泥の有効利用

③エネルギーの有効利用

④環境保全への貢献

安全
安全・安心な暮らしの実現

①浸水対策

②地震対策

施策
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第５章  計画期間における具体的取組 

  具体的取組 

基本方針を踏まえた取組を実施することとし、施策内容に応じて一定の目標

を設定し効果的に事業を推進します。 

なお、具体的な施策への取組にあたっては、継続的に実施すべきものと関連

する施策の進捗に応じて段階的に実施すべきものがあります。特に経営基盤の

強化に向けた取組は、関連施策の進捗に対応し順次取り組むこととなり、令和

14 年度（2032 年度）以降の将来見通しを予測しながら段階的に課題を解消し

事業運営を進めることが経営上の戦略となります。 

【目標設定の区分】 

 

 

 

【計画期間における取組と将来目標に向けての進捗イメージ】 

  

おおむね３年以内に実施又は達成 短期目標

おおむね４～７年以内に実施又は達成 中期目標

おおむね８年以後に実施又は達成 長期目標

毎年継続実施すべき事項 継続目標
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① 浸水対策 

市街地における浸水を防除するため、未整備地区の雨水管を整備します。 

本計画期間においては、東部地区（稲穂町・新富町）及び大曲地区（大曲並

木）を整備予定区域としています。 

継続目標（毎年継続実施すべき事項） 

道路改良に合わせた効率的な雨水管整備 

 

 

② 地震対策 

地震発生時において、被害を最小限に抑え下水道機能の維持確保ができるよ

う施設の耐震化を進めます。 

管路施設については、新設及び改築更新において耐震対策を実施します。 

アクア・バイオマスセンター（終末処理場）、ポンプ場施設については、人

が常駐する管理棟等から優先的に耐震診断を実施し、診断結果に基づき改築・

更新に合わせて耐震化を進めます。 

 

継続目標（毎年継続実施すべき事項） 

耐震性能を有する管路施設の整備 

長期目標（おおむね 8年以後に実施又は達成） 

アクア・バイオマスセンター、ポンプ場施設の耐震診断実施、耐震化率

の向上 

 

 

 

 

→ ＳＤＧｓ
エスディージーズ

のゴールマークは

39ページをご覧ください 
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① 施設の適正な維持管理 

１）不明水対策 

不明水対策には長期的・継続的な取組が必要となりますが、有収率向上によ

り効率的な汚水処理を行うため、老朽管を対象とした浸入水防止対策を継続実

施します。 

継続目標（毎年継続実施すべき事項） 

マンホール蓋更新の継続実施 【目標値：年 100か所の更新】 

管路内のカメラ調査の継続実施 【目標値：年平均延長 4.0 ㎞の調査】 

長期目標（おおむね 8年以後に実施又は達成） 

有収率の向上 【目標値：80％到達及び維持継続】 

２）その他維持管理の取組 

施設の処理機能保持及び公共用水域の水質保全のため、工場などの事業場排

水の監視及び改善指導を行います。また、管路の清掃を実施し汚水の円滑な流

下及び処理施設の負荷低減を図ります。 

継続目標（毎年継続実施すべき事項） 

事業場排水の水質検査及び改善指導の継続実施 

管路内清掃の継続実施 

 

② 財政状況の把握と健全経営 

１）経営戦略の進捗管理・財政計画の見直し 

計画に対する取組の状況や収支実績の検証を行うなどＰＤＣＡサイクルに

よる経営戦略の進捗管理や財政計画の見直しにより、安定的な事業の運営を行

い、経常収支比率 100％の維持に努めます。 

継続目標（毎年継続実施すべき事項） 

経営戦略の進捗管理・財政計画の見直し 

【目標値：経常収支比率 100％の維持】 

２）改築・更新の最適化（投資の合理化） 

令和元年度（2019年度）に策定したストックマネジメント計画に基づき、改

築・更新の最適化及び長期的な投資の平準化を図ります。 
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また、令和 6年度（2024年度）及び令和 11年度（2029年度）にはストック

マネジメント計画の見直しを行うこととしており、最新の排水需要予測から適

正規模による施設の更新を進めます。 

継続目標（毎年継続実施すべき事項） 

ストックマネジメント計画に基づいた施設の延命化や改築・更新の最適

化による更新投資額の抑制及び平準化 

中期目標（おおむね 4～7年以内に実施又は達成） 

ストックマネジメント計画の定期的な見直し 

【目標値：計画期間内に 2回実施】 

３）資金管理・調達に関する取組 

本計画期間は、次期計画期間以降に見込まれる管路施設の本格的更新に必

要となる資金を蓄えるべき期間であるため、ストックマネジメント計画に基

づく投資の合理化などにより事業費を抑制し、毎年度確実に資金を留保でき

るよう努めます。 

企業債については、資本費平準化債※○の有効活用や取得資産の耐用年数に

よる企業債借入の分割、借入先の複数確保による有利な金利方式の採用など

により効果的な資金調達を進めます。 

継続目標（毎年継続実施すべき事項） 

将来の改築・更新資金の継続的な確保 

４）効率的な組織の整備及び定員管理の推進 

人事の流動化による技術力の確保のため、下水道課及びアクア・バイオマス

センター（終末処理場）の統合について検討します。また、包括的民間委託※

○（アクア・バイオマスセンター維持管理業務委託）への管路施設維持管理業

務の追加に伴う職員配置の見直し、管路施設改築事業増加に対応するための職

員配置の適正化について検討します。 

短期目標（おおむね 3年以内に実施又は達成） 

下水道課及びアクア・バイオマスセンターの統合についての検討 

中期目標（おおむね 4～7年以内に実施又は達成） 

包括的民間委託への管路施設維持管理業務の追加に伴う職員配置の見直し 

管路施設改築事業増加に対応するための職員配置の適正化についての検討 

※○ 資本費平準化債：企業債元金と減価償却費との差額について発行が認められている企業債で、元金償還資金の不足を補うとともに

世代間の負担の平準化を図る効果があります。 

※○ 包括的民間委託：民間事業者の創意工夫によって、より効率的なサービスを提供できるよう、一定のまとまりのある業務について、

発注者が要求水準を定めその達成手段については事業者のノウハウに委ねる性能発注方式により複数年契約で委託する方式です。 
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５）ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 

今後、管路施設の更新・改築の事業量の増加が見込まれ、また、大雨の頻繁

化により災害発生のリスクが高まっています。これらに対応するためには、Ｉ

ＣＴ（情報通信技術）を活用した業務の効率化、管理の省人化等が求められて

いることから、ＩＣＴの活用について検討を進めます。 

長期目標（おおむね 8年以後に実施又は達成） 

ＩＣＴ活用についての検討 

・大雨時のパトロールの効率化・省人化のための調整池への監視カメラ

の設置 

・「センシング技術」や「ビッグデータ分析技術」等を用いた下水道施設

の保全管理 

 

③ お客様サービスの向上 

１）広報・啓発活動 

これまでも市ホームページや広報などを活用し、下水道事業に関する情報

を公表してきましたが、一般市民にわかりやすく工夫した資料を作成するな

ど、その内容の充実を図り、市民の下水道に対する関心が高まるよう努めま

す。 

継続目標（毎年継続実施すべき事項） 

予算・決算の公表及び関係資料の充実 

経営戦略の進捗・取組状況の公表 

下水道の日（9月 10日）に合わせた広報特集記事等による啓発 

マンホールカードの継続配布 
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【北広島市のマンホールカード】 

平成 29年度（2017年度）に北広島商工会のマスコットキャラクター「きた

ひろ まいピー」をデザインしたマンホール蓋を設置するとともにマンホール

カードの作成・配布を始めました。 

 

 

 

 

 

 

④ 職員教育の充実・技術の継承 

１）職員教育の充実・技術の継承 

下水道事業職員の若年化が進んでおり、また、平均経験年数も短くなっ

ていることから、将来を見据えた知識・技術の継承を計画的に行い、人材

を育成することが課題となっています。 

このほか、公営企業会計方式による会計・出納事務の適正な執行の確保

やアクア・バイオマスセンター（終末処理場）における包括的民間委託の

安定化に伴う職員の処理施設に関する知識や管理能力の低下への対応が新

たな課題となります。 

マンホールカードとは 

 マンホールは自治体によってデザインが異なります。そのマンホールをカードにしたものを全国の

多くの自治体が配布しており、そのコレクターが増えています。 

 カードの種類は令和 3年（2021年）8月時点で 779種（580自治体）になっています。 

 北広島市のマンホールカードは、エルフィンパーク市民サービスコーナー（ＪＲ北広島駅改札口向

かい）で無料配布（1人 1枚）しています。 

 このマンホールの実物は、市庁舎や JR北広島駅（東口）で見ることができます。  
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そのため、専門的知識の習得や技術の向上のため、国・北海道及び下水

道関係機関が主催する外部研修会や講習会、セミナー等への積極的な参加

を継続します。 

さらに、安定的に事業を継続していくために、これまでに培ってきた職

員の知識・技術などをマニュアル化し、知識・技術を引き継ぐとともに円

滑な業務の推進を図ります。 

継続目標（毎年継続実施すべき事項） 

外部研修会、講習会等への積極的な参加 

知識・技術の引き継ぎのためのマニュアル作成 

下水処理施設及び公営企業会計についての知識等の習得 

 

⑤ 民間活用・官民連携・広域化の推進 

１）民間活用・官民連携 

平成 30年度（2018年度）から生ごみ・し尿等受入施設を含むアクア・バイ

オマスセンター（終末処理場）維持管理業務に包括的民間委託を採用し業務効

率化に向けた取組を進めており、企業の経営ノウハウが生かされ効率化や経費

節減に効果が現れているかについて引き続き検証を行います。 

また、管路施設の維持管理業務についても民間委託の実施可能性について、

広域化・共同化の検討とともに情報収集及び調査研究を行います。 

さらに、下水道事業を支えるパートナーである民間業者においても、担い手

不足・高齢化・人材の育成などの課題を抱えており、それらの課題にも目を向

け、協調しながら、ともに下水道事業を持続していけるよう取り組んでいきま

す。 

 

継続目標（毎年継続実施すべき事項）  

官民連携 

短期目標（おおむね 3年以内に実施又は達成） 

アクア・バイオマスセンター維持管理業務の包括的民間委託の効果検証 

中期目標（おおむね 4～7年以内に実施又は達成） 

管路施設維持管理費業務の民間委託についての調査研究 
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２） 広域化・共同化の推進に向けた取組 

広域化・共同化の取組に関しては、国の「経済・財政再生計画改革工程表

2017改定版」において、全ての都道府県において「広域化・共同化計画」を

策定することが汚水処理施設の広域化を推進するための目標として掲げら

れたところです。 

各都道府県には、管内の市町村等とともに検討体制を構築し、令和4年度

（2022年度）までに「広域化・共同化計画」を策定することが国から要請さ

れています。これを受け北海道では、平成30年度（2018年度）から検討会を

開催しており、本市においては、北海道や関係団体と連携し、維持管理の共

同化や薬品の共同発注、災害時対応等についての広域化及び共同化について

検討を進めています。 

長期目標（おおむね 8年以後に実施又は達成） 

広域化・共同化に向けた北海道や関係団体との具体的方策の検討 

 

⑥ 危機管理体制の充実 

１）下水道ＢＣＰの活用 

自然災害や事故等の予測不能な事態により下水道施設が被害を受けた場合

にあっても、早期に機能を回復できるよう、平成 29年度(2017年度)に下水道

ＢＣＰ（業務継続計画（Business Continuity Planの略語））を策定しました。 

下水道ＢＣＰは、①非常時対応計画、②事前対策計画、③訓練・維持改善計

画により構成され、災害発生時の体制及び機能復旧に向けた対応を具体的にと

りまとめたものとなっています。 

令和 2 年度（2020 年度）には下水道ＢＣＰの年次改定を行いましたが、今

後も、定期的な見直しを行うとともに、非常時における的確かつ迅速な対応の

ため、職場内での下水道ＢＣＰの啓発を継続的に実施します。 

継続目標（毎年継続実施すべき事項） 

災害発生を想定した下水道ＢＣＰの職場内啓発及び訓練参加 
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① バイオマス処理施設の適正管理 

市内の生ごみ、１市３町（長沼町、由仁町、南幌町）の

し尿等のバイオマスについては、次の取組を徹底し、今後

もより安定的かつ高効率な操業を維持・継続します。 

・自然災害の他、突発的な事故に対する危機管理の徹底 

・適切な人材・人員配置による高度な運転管理の継続 

・施設・設備等における日常・定期点検及び修繕行為の

計画的な実施 

継続目標（毎年継続実施すべき事項） 

下水汚泥・バイオマス混合処理の安定的な継続 

【目標値：バイオマス処理施設の稼働停止による受入・処理不可日の発

生率０％の継続】 

【目標値：バイオマス処理に係る運転管理指標の達成率 100%の継続】 

 

② 汚泥の有効利用 

アクア・バイオマスセンター（終末処理場）において

発生する乾燥汚泥は、肥料として 100％緑農地還元

しており、「あしるのめぐみ」として広く市民や事業者に

活用されています。引き続き循環型社会形成の推進

に寄与するとともに地球温暖化の防止に貢献する持

続可能な下水道事業を推進します。 
 

 

継続目標（毎年継続実施すべき事項） 

乾燥汚泥緑農地還元の継続実施 

【目標値：緑農地還元率（利用量/発生量）100％の継続】 

 

  

生ごみの搬入状況 

あしるのめぐみ 

「あしるのめぐみ」とは 

 「あしる」とは、アクア・バイオマスセンターの愛称で、アイヌ語で「新しい」を意味する言葉で

す。ここで作られた肥料が、収穫の恵みとなることを願い「あしるのめぐみ」と名付けました。 

 1袋 100円（9キログラム詰め）です。例年 3月に予約受付を行い、4月中旬に販売（年 1

回）を行っています。 
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③ エネルギーの有効利用 

バイオマス処理の過程で発生する消化ガスを

消化タンク用加温ボイラーや汚泥乾燥設備の乾

燥機の燃料として有効利用しています。 

現在消化ガスの発生量と消費量は、ほぼ均衡

していますが、今後設備更新を行う際、高燃焼

効率のボイラー等の導入や生ごみ処理量の増加

に伴い発生する余剰ガスの有効な活用法につい

て調査・研究を行います。 

長期目標（おおむね 8年以後に実施又は達成） 

余剰ガスの有効活用法の検討 

 

④ 環境保全への貢献 

１）次世代自動車の導入 

公用車を新たに購入、リースする場合は、

原則として次世代自動車を導入するように努

めます。 
 

 

長期目標（おおむね 8年以後に実施又は達成） 

次世代自動車の導入 

【目標値：令和 2年度（2020 年度）0％→令和 13 年度（2031 年度）100％】 

 

  

次世代自動車の定義 

（令和 3年度北広島市次世代自動車導入指針より） 

 

 ハイブリッド自動車 

 電気自動車 

 プラグインハイブリッド自動車 

 燃料電池自動車 

 クリーンディーゼル自動車（平成 21年排出ガス規制適合又は平成 30年排出ガス適合） 

 天然ガス自動車 

汚泥乾燥機 
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２）ペーパーレス化の推進 

予算書・決算書、統計月報などの書類の電子化や文書管理システム上の電

子決裁・電子回覧の活用の推進により、ペーパーレス化を進めます。 

継続目標（毎年継続実施すべき事項） 

書類の電子化や電子決裁等の活用によるペーパーレス化の推進 
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【具体的取組一覧】 

 

  

施策 目標区分

①浸水対策 継続目標

継続目標

長期目標

継続目標

継続目標

長期目標

継続目標

継続目標

継続目標

継続目標

中期目標

継続目標

短期目標

中期目標

中期目標

長期目標

継続目標

継続目標

継続目標

継続目標

継続目標

継続目標

継続目標

継続目標

短期目標

中期目標

長期目標

⑥危機管理体制の充実 継続目標

①バイオマス受入及び適正処理 継続目標

②汚泥の有効利用 継続目標

③エネルギーの有効利用 長期目標

長期目標

継続目標

環
境

循環型社会形成の推進

④環境保全への貢献

持
続

事業の継続性確保

①施設の適正な維持管理

②財政状況の把握と健全経営

③お客様サービスの向上

④職員教育の充実・技術の継承

⑤民間活用・官民連携・広域化の推進

理想像

安
全

安全・安心な暮らしの実現
②地震対策
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具体的取組 目標

道路改良に合わせた効率的な雨水管整備

耐震性能を有する管路施設の整備

アクア・バイオマスセンター、ポンプ場施設の耐震診断実施、耐震化率の向上

マンホール蓋更新の継続実施 年100か所の更新

管路内のカメラ調査の継続実施 年平均延長4.0㎞の調査

有収率の向上 80％到達及び維持継続

事業場排水の水質検査及び改善指導の継続実施

管路内清掃の継続実施

経営戦略の進捗管理・財政計画の見直し 経常収支比率100％の維持

ストックマネジメント計画に基づいた施設の延命化や改築・更新の最適化による更新
投資額の抑制及び平準化

ストックマネジメント計画の定期的な見直し 計画期間内に2回実施

将来の改築・更新資金の継続的な確保

下水道課及びアクア・バイオマスセンターの統合についての検討

包括的民間委託への管路施設維持管理業務の追加に伴う職員配置の見直し

管路施設改築事業増加に対応するための職員配置の適正化についての検討

ＩＣＴ活用についての検討
・大雨時のパトロールの効率化・省人化のための調整池への監視カメラの設置
・「センシング技術」や「ビッグデータ分析技術」等を用いた下水道施設の保全管理

予算・決算の公表及び関係資料の充実

経営戦略の進捗・取組状況の公表

下水道の日（9月10日）に合わせた広報特集記事等による啓発

マンホールカードの継続配布

外部研修会、講習会等への積極的な参加

知識・技術の引き継ぎのためのマニュアル作成

下水処理施設及び公営企業会計についての知識等の習得

官民連携

アクア・バイオマスセンター維持管理業務の包括的民間委託の効果検証

管路施設維持管理費業務の民間委託についての調査研究

広域化・共同化に向けた北海道や関係団体との具体的方策の検討

災害発生を想定した下水道ＢＣＰの職場内啓発及び訓練参加

バイオマス処理施設の適正管理

バイオマス処理施設の稼働停止による受入・処理
不可日の発生率０％の継続
目標値：バイオマス処理に係る運転管理指標の達
成率100%の継続

乾燥汚泥緑農地還元の継続実施 緑農地還元率（利用量/発生量）100％の継続

余剰ガスの有効活用法の検討

次世代自動車の導入
令和2年度（2020年度）0％→令和13年度（2031
年度）100％

ペーパーレス化の推進
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2  持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関連 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ））とは、平成 27年

（2015年）9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟 193か国が平成

28年（2016年）から令和 12年（2030年）の 15年間で達成するために掲げた

17のゴール（目標）と 169のターゲット（達成基準）が定められています。17

のゴール（目標）については下表のとおりとなっています。 

【ＳＤＧｓの 17のゴール（目標）】 

     
貧困 飢餓 保健 教育 ジェンダー※○ 

     

     

水・衛生 エネルギー 経済成長と雇用 

インフラ、 
産業化、 

イノベーション 
※○ 

不平等 

     

     
持続可能な 
都市 

持続可能な 
消費と生産 

気候変動 海洋資源 陸上資源 

     

  

   

平和 実施手段    

  

※○ ジェンダー：社会的意味合いから見た、男女の性区別のことです。 

 

※○ イノベーション：モノや仕組み、サービス、組織、ビジネスモデルなどに新たな考え方や技術を取り入れて新たな価値を生み出し、

社会にインパクトのある革新や刷新、変革をもたらすことです。 
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ＳＤＧｓに掲げたゴール・ターゲットのうち、本市下水道事業における具体

的取組との関連については下表のとおりとなります。 

【ＳＤＧｓと本市における具体的な実現方策】 

ＳＤＧｓ 本市における 

具体的取組 ゴール ターゲット 

 

水・衛生 

6.2 令和 12 年（2030 年）まで

に、全ての人々の、適切かつ平

等な下水施設・衛生施設へのア

クセスを達成し、野外での排泄を

なくす。女性及び女児、並びに脆

弱な立場にある人々のニーズに

特に注意を払う。 

（２）持続 

①施設の適正な維持管理 

6.3 令和 12 年（2030 年）まで

に、汚染の減少、投棄の廃絶と

有害な化学物・物質の放出の最

小化、未処理の排水の割合半

減及び再生利用と安全な再利

用の世界的規模で大幅に増加さ

せることにより、水質を改善する。 

（２）持続 

①施設の適正な維持管理 

6.b 水と衛生に関わる分野の管

理向上における地域コミュニティ

の参加を支援・強化する。 

（２）持続 

③お客様サービスの向上 

 

インフラ、 
産業化、 

イノベーション 

9.1 全ての人々に安価で公平な

アクセスに重点を置いた経済発

展と人間の福祉を支援するため

に、地域・越境インフラを含む質

の高い、信頼でき、持続可能か

つ強靱（レジリエント）なインフラを

開発する。 

（１）安全 

①浸水対策 

②地震対策 
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第６章  投資・財政計画 
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第７章  フォローアップ 
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第８章  使用料の適正水準について 
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用語集 

 

 

 

 




