
令和３年度 第４回 朝霞市上下水道審議会 次第

日時 令和３年１０月８日（金）

午前１０時から

会場 水道庁舎４階 会議室

１ 開会

２ あいさつ

３ 議事

（１）令和２年度水道事業・下水道事業決算報告について（報告事項）

（２）水道事業パネル展の結果報告について（報告事項）

（３）水道料金・水道利用加入金の改定案について（諮問事項）

（４）下水道経営戦略の策定ポイントについて（報告事項）

（５）その他

４ 閉会

〈 配付資料 〉

・【資料１】令和２年度（２０２０年度）朝霞市水道事業・

下水道事業会計決算概要

・【資料２－１】水道事業パネル展～将来の朝霞の水道を考えよう～

・【資料２－２】水道イベント アンケート集計結果

・【資料３－１】水道料金（基本料金・従量割料金）改定額（案）

・【資料３－２】口径及び使用水量毎の料金改定比較

・【資料３－３】埼玉県内水道利用加入金一覧

・【資料４】朝霞市下水道事業経営戦略策定のポイント



〈 当日配付資料 〉

・【資料１－２】水道事業の純利益の処分の流れ

（純利益と補てん財源の関係）

・【資料１－３】下水道事業の令和２年度の純利益の処分について

・【資料３－４】水道料金比較（基本料金）

・【資料３－５】水道料金比較（従量割料金［平均使用水量］）

・【資料３－６】現行の水道料金における従量割の比較

・【資料３－７】水道料金（基本料金・従量割料金）改定による

１０年間の給水収益見込み

・【資料３－８】水道利用加入金 改定額（案）



広報あさか　2021.10 8

令和２年度（2020年度）
朝霞市水道事業・下水道事業会計決算概要

問／上下水道総務課　☎462-3366

●水道事業会計
　水道事業は独立採算制で運営しており、事業に必要な費用は、皆さんからいただく水道料金などの収入
によって賄われています。
　今年度は、コロナ禍において事業系水道使用量が減りましたが、ステイホームや手洗い、うがいの励行
などの要因で家庭で使用する水量が増え、収益は増加しました。
　一方で、今後増大する老朽管等の更新需要に対し、多額の経費が見込まれるため、その財源確保が課題
となっています。

●下水道事業会計
　下水道事業は「雨水公費・汚水私費の原則」により運営されており、雨水処理費は税金（公費）で、汚
水処理費（私費）は、皆さんからいただく下水道使用料などの収入によって賄われています。
　令和２年度に公営企業会計に移行した初年度となりますが、汚水処理費についても税金からの補助を要
するなど、経営基盤の強化を図る必要があります。
　また今後、大量の下水道施設の老朽化に伴い、適正な維持管理による施設の長寿命化を進めていくため
の財源確保が課題となっています。

収入　24億8,113万７千円
支出　20億7,069万９千円

事業経営に伴う
収入と支出収益的収支

支出

県水受水費
7億4,089万7千円
（35.8%）

水道料金
18億8,275万円
（75.9%）

水を送るための
施設維持管理費
7億874万円
（34.2%）

企業債の利息
7,579万円
（3.7%）

消費税
3,762万8千円
（1.8%）差引収支

4億1,043万8千円

施設の減価償却費
および資産減耗費
5億764万4千円
（24.5%）

水道利用加入金
2億9,407万1千円
（11.8%）

その他の収入
1億236万4千円
（4.1%）

長期前受金戻入
8,085万2千円
（3.3%）

他会計補助金
1億2,110万円
（4.9%）

収入

収入　 ４億2,536万２千円
支出　12億4,758万８千円

施設の改良事業に要する
収入と支出資本的収支

支出

浄水場の更新、配水管の耐震化、
老朽管の更新などに要した費用
6億9,589万2千円
（55.8%）

企業債
4億2,100万円
（99.0%）

企業債償還に要した費用
5億1,119万5千円
（41.0%）

その他の費用
4,050万1千円
（3.2%）

負担金（消火栓）
436万2千円
（1.0%）

不足額
8億2,222万6千円

収入

収入　19億4,174万９千円
支出　17億9,188万３千円

事業経営に伴う
収入と支出収益的収支

支出

施設の減価償却費
および資産減耗費
8億6,619万7千円
（48.3%）

下水道使用料
9億8,682万7千円
（50.8%）

流域下水道
維持管理費負担金
5億7,426万円
（32.0%）

企業債の利息
3,894万1千円
（2.2%）

消費税、その他の費用
2,988万1千円
（1.7%）

収支差引
1億4,986万6千円

下水道施設の
維持管理費
2億8,260万4千円
（15.8%）

長期前受金戻入
6億5,584万1千円
（33.8%）

その他の収入
7,786万4千円
（4.0%）

雨水処理負担金
2億2,121万7千円
（11.4%）

収入

収入　 ５億8,207万３千円
支出　 ７億6,908万円

施設の改良事業に要する
収入と支出資本的収支

支出

下水道施設の
建設改良に要した費用
4億7,398万3千円
（61.6%）

企業債
3億1,400万円
（53.9%）

流域下水道建設費負担金
1億4,981万9千円
（19.5%）

企業債償還に要した費用
1億4,527万8千円
（18.9%）

国庫補助金
1億3,850万円
（23.8%）

一般会計繰入金
8,824万1千円
（15.2%）

受益者負担金等
4,133万2千円
（7.1%） 不足額

1億8,700万7千円

収入



令和２年度決算状況

水道事業

*給水原価：有収水量１㎥当りにどれだけの費用がかかっているかを表す

*供給単価：有収水量１㎥当りにどれだけの収益を得ているかを表す

*料金回収率：料金回収率が 100％を下回っている場合、給水に係る費用が水道料金による収入以外の他

の収入で賄われていることを意味する。

※令和 2年度の場合、半年間、基本料金の１／２の減額を実施したため、供給単価が低くなったが、一

般会計から営業外収益として補助金を受け入れているため、補助額を営業外ではなく営業収益として換

算した場合、供給単価は 124.07 円となり、給水原価を上回る。

下水道事業（令和２年度より公営企業会計を導入したため、前年度比較は無し）

*汚水処理原価：有収水量１㎥当りにどれだけの費用がかかっているかを表す

*使用料単価：有収水量１㎥当りにどれだけの収益を得ているかを表す

*経費回収率：経費回収率が 100％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が下水道使用料による収入

以外の他の収入で賄われていることを意味する。

令和２年度 令和元年度 比較

内部留保資金残高（円） 1,657,224,881 1,642,781,518 ＋14,443,363

企業債未償還残高（円） 4,797,992,864 4,888,187,974 △90,195,110

固定資産（円） 15,101,115,881 14,861,691,254 ＋239,424,627

*給水原価（円／㎥） 123.20 125.71 △2.51

*供給単価（円／㎥） 115.95 126.21 △10.26

*料金回収率（％） 94.12 100.40 △6.28

令和２年度

内部留保資金残高（円） 279,626,567

企業債未償還残高（全体）（円） 3,500,943,527

企業債未償還残高（汚水）（円） 341,275,126

企業債未償還残高（雨水）（円） 1,845,440,554

企業債未償還残高

（流域下水道事業債）（円）
1,269,827,847

企業債未償還残高

（公営企業会計移行事業債）（円）
44,400,000

固定資産（円） 19,711,212,609

*汚水処理原価（円／㎥） 68.68

*使用料単価（円／㎥） 61.27

*経費回収率（％） 89.21



水道事業の純利益の処分の流れ（純利益と補てん財源の関係）

令和元年度 年度当初残高 令和２年度 年度当初残高 令和３年度 年度当初残高

減債積立金 建設改良積立金 減債積立金 建設改良積立金 減債積立金 建設改良積立金

541,533千円 541,500千円 587,500千円 587,587千円 564,586千円 564,671千円

平成30年度の営業活動による純利益 令和元年度の営業活動による純利益 令和２年度の営業活動による純利益

350,154千円 289,849千円 350,274千円

減債積立金 建設改良積立金 減債積立金 建設改良積立金 減債積立金 建設改良積立金

716,533千円 716,500千円 732,500千円 732,587千円 740,070千円 740,155千円

減債積立金 建設改良積立金 減債積立金 建設改良積立金 減債積立金 建設改良積立金

△129,033千円 △128,913千円 △167,914千円 △167,916千円 △175,400千円 △175,341千円

令和元年度 年末残高 令和２年度 年末残高 令和３年度 年末残高（予算）

減債積立金 建設改良積立金 減債積立金 建設改良積立金 減債積立金 建設改良積立金

587,500千円 587,587千円 564,586千円 564,671千円 564,670千円 564,814千円

令和元年度の資本的収支不足額へ補填 令和２年度の資本的収支不足額へ補填 令和３年度の資本的収支不足額へ補填（予算）

議決（令和元年９月議会）

175,000千円積立 175,000千円積立 145,000千円積立 145,000千円積立 175,484千円積立 175,484千円積立

議決（令和２年９月議会） 議決（令和３年９月議会）

資料１－２



下水道事業の令和２年度の純利益の処分について

令和３年度 年度当初残高

積立金

０円

令和２年度の営業活動による純利益

132,126千円

利益積立金

132,126千円

議決（令和３年９月議会）

資料１－３



水道事業パネル展

～将来の朝霞の水道を考えよう～

日時 ①令和３年９月１１日（土）１０時～１６時

中央公民館・コミュニティセンター 1階ギャラリー

②令和３年９月１８日（土）１０時～１６時

産業文化センター 1階ギャラリー

内容 （１）パネル展示

（２）実物の水道管、管・メーターの模型の展示

（３）水の実験コーナー

（４）浄水場の仕組みのＤＶＤ上映

実施結果

イベントの様子（９月１１日 中央公民館・コミュニティセンター）

来場者数 アンケート回収数

１１日 ９７人（大人 ７２人 子供２５人） ７０人（うち市内 ６２人）

１８日 １３７人（大人 ９７人 子供４０人） ８８人（うち市内 ７５人）

合計 ２３４人（大人１６９人 子供６５人） １５８人（うち市内１３７人）

資料２－１



イベントの様子（９月１８日 産業文化センター）



パネル展示の内容

１．水循環のしくみ

（水はどこから来て、どこへ行くのか）

２．水道施設に関すること

（浄水場及び老朽管の更新事業など）

３．水道経営に関すること

（今後 10 年間にかかる費用や料金改定の検討など）



水 循 環 の し く み

（水はどこから来て、どこへ行くのか）



朝霞市上下水道部





荒川の上流には、４つのダムがあり、利根川の上流には、
９つのダムがあります
※荒川水系 二瀬ダム、滝沢ダム、浦山ダム、荒川貯水池
※利根川水系 八木沢ダム、奈良俣ダム、藤原ダム、相俣ダム、薗原ダム、八ッ場ダム

下久保ダム、草木ダム、渡良瀬貯水池

ダムは洪水を調整するとともに、人々
のくらしを支える水の水源としても
大きな役割があります

洪水…川の水があふれだすこと

出典：埼玉県大久保浄水場



川の水を取水して、水道水を作ります。埼玉県大久保浄
水場（さいたま市）では、荒川の水（利根川の水も武蔵
水路で荒川に注がれています）を取水して、水道水を
作っています

出典：埼玉県大久保浄水場



大久保浄水場で作られた水道水は、大きな水道管を通って、
朝霞市を含む県南地域１６市町の浄水場に送られます

出典：埼玉県大久保浄水場



朝霞市では、泉水浄水場と岡浄水場があり、この二つの浄水
場に大久保浄水場で作られた水道水が送られてきます
また、朝霞市では、市内の深井戸から地下水を汲み上げてお
り、大久保浄水場からの水道水と合わせて、浄水場内の配水
池に水を貯めています

泉水浄水場
岡浄水場

深井戸

大久保浄水場

深井戸

深井戸

深井戸

深井戸

深井戸



配水池に貯められた水道水は、ポンプの力と
配水管によって、皆さんのご家庭に届けられて
います。

泉水浄水場の配水ポンプ

岡浄水場の配水ポンプ



ご家庭ではトイレ、洗濯、お風呂など、日々の暮らしの中で水
道水を使い、使った水道水は、下水道管を通って浄化センター
に送られます。ちなみに朝霞市の浄化センターは、埼玉県で運
用している新河岸川水循環センターで、和光市にあります。



ト
イ
レ

お
風
呂

台

所

汚水
ます

汚水
ます

汚水
ます

公共汚水ます

下水道管
（汚水本管）

下水道管
（雨水本管）

側溝

汚水は新河岸川水循環センターへ送られます 雨水は川へ流します

下水道管のしくみ



循環液返送
汚泥

凝集剤

喚起装置

かくはん機

無酸素
タンク 好気タンク

反応タンク 最終沈殿池

高速ろ過設備へ最初沈殿池より

■処理フロー

新河岸川水循環センターでの下水のフロー図です。

流入
ゲート

沈砂池 ポンプ 分水槽
最初
沈殿池

反応
タンク

最終
沈殿池

塩素
混和池

新河岸川

濃縮槽 脱水槽 焼却炉 搬出

出典：（公財）埼玉県下水道公社

下水道管（汚水本管）を通って送られてきた汚水は、新河岸川水循環
センターで処理されます



浄化センターできれいな水になり、
きれいな水は川に戻されます

川の水は、やがて海に流れます



海の水は蒸発し、 をつくり、


