
第８回 上田市上下水道審議会 次第 

 

日 時  令和元年１２月１１日（水）午後２時開会 

場 所  真田地域自治センター３階講堂 

 

１ 開会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 議事 

（１）これまでの意見・質問に対する回答及び補足説明について（資料 １、２） 

 

（２）上田市上下水道事業経営戦略の見直し（案）について（資料 事前に送付した冊子） 

 

（３）パブリックコメントについて（資料 ３） 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉会 



事業名 種別 被害場所 状況 箇所数
金額（千円）

令和3年度以後のものは除く
復旧見込み

管路 上田市真田町長（つちや） 豪雨による路面洗掘管露出 1 10,000 復旧済み

管路 上田市真田町長(高屋橋） 河川増水により水管橋流失 1 30,000 令和3年3月

管路
上田市真田町長
市道四日市荒井線

神川増水により橋台裏流失による水道管破損 1 4,000
仮復旧：済み
本復旧：令和2年12月

管路 上田市須川 道路崩壊による水道管露出 1 0
仮復旧：凍結防止施工済
本復旧：市道災害復旧に併せ

管路
上田市東内
県道萩窪丸子線

内村川増水により　内村橋落橋　（水道管破断） 1 0
仮復旧：両端部仕切弁閉栓済
本復旧：県橋梁復旧に併せ

管路 上田市武石上小寺尾橋 武石川増水により道路崩落 1 2,000
仮復旧：漏水及び管支保対応済
本復旧：市道災害復旧に併せて

管路 上田市武石上本入（西武） 武石川増水により水管橋流失 1 76,000
仮復旧：仮設管施工済
本復旧：R2年度春以降施工

導水路
染屋浄水場
神川からの取水施設（新屋
堰～水道取水施設）

流木、土砂堆積 1 13,900 令和元年12月

取水口
染屋浄水場
千曲川からの取水施設（小
牧農水頭首工）

排砂門　流木
1 600 令和元年12月

取水口

石舟浄水場
神川からの取水施設（窪小
西堰～水道取水施設）

流木、土砂堆積
1 1,050 令和元年11月

施設 腰越浄水場
土石流による土砂堆積、排泥処理設備損傷、倉庫
全壊、備品損傷

1 35,000 令和2年3月

その他
取水口・導水路、配水池、
ポンプ場、管路、施設

取水門閉塞、導水路土砂堆積、機器損傷、倉庫倒
壊、管路破断、管路露出等

30 104,130 緊急を要する対応は完了

上水道事業合計 41 276,680

台風19号被害状況

上水道事業
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管渠
上田市東内　県道荻窪丸
子線（内村橋）

内村川増水により内村橋落橋（添架管破断） 1 29,000
仮復旧：　車道部に仮設添架
　　　　　　令和元年度中に別ルート迂回
本復旧：県橋梁復旧に併せ

管渠 上田市西内　国道254号 内村川増水により道路陥没（埋設管破断） 1 13,000
仮復旧：仮管布設済
本復旧：県道路復旧に併せ年度内

管渠
上田市真田町長
市道四日市1号線（四日市橋）

神川増水により道路崩落（埋設管破断）
1 7,000

仮設完了
本復旧は市道復旧待ち

施設 上田市　丸子浄化センター ポンプ棟の一部水没（機器設備水没） 1 45,200 災害査定待ち

その他
処理場、ポンプ場、マン
ホールポンプ

施設損傷、停電、異常流入による仮設ポンプ設置
等

18 13,525 緊急を要する対応は完了

公共下水道事業小計 22 107,725

管路 上田市　武石処理場
地下汚泥ポンプ室水没（非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ等水
没）

1 16,900 　災害査定待ち

その他 処理場、マンホールポンプ
施設損傷、汚水処理、異常流入による仮設ポンプ
設置等

19 9,198 　緊急を要する対応は完了

農業集落排水事業小計 20 26,098

下水道合計 42 133,823

3会計合計 83 410,503

公共下水道事業

農業集落排水事業



収益的収入及び支出（税込） （単位:千円）

水道事業 公共下水道事業 農業集落排水事業 合　　　　　計

収　　　　　　　入 2,929,804 6,241,293 1,495,827 10,666,924

支　　　　　　　出 2,475,981 5,200,061 1,338,866 9,014,908

当年度純損益
（税抜）

371,924 1,017,137 166,910 1,555,971

資本的収入及び支出（税込） （単位:千円）

水道事業 公共下水道事業 農業集落排水事業 合　　　　　計

収　　　　　　　入 844,857 876,781 404,793 2,126,431

支　　　　　　　出 2,045,012 3,988,244 891,737 6,924,993

差　　　　　　　引 △ 1,200,155 △ 3,111,463 △ 486,944 △ 4,798,562

収益的収入及び支出＋資本的収入及び支出（税込） （単位:千円）

水道事業 公共下水道事業 農業集落排水事業 合　　　　　計

収　　　　　　　入 3,774,661 7,118,074 1,900,620 12,793,355

支　　　　　　　出 4,520,993 9,188,305 2,230,603 15,939,901

差　　　　　　　引 △ 746,332 △ 2,070,231 △ 329,983 △ 3,146,546

一般会計繰入金 （単位:千円）

水道事業 公共下水道事業 農業集落排水事業 合　　　　　計

繰　　入　　金 95,157 2,634,973 953,258 3,683,388

平成３０年度　水道事業会計・公共下水道事業会計・農業集落排水事業会計　合算表
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「パブリックコメント（意見公募）」について 

 

  

 上下水道局では、安定的に持続可能な上下水道事業を継続するため、今後の施設更新の

必要性とその財源を含む令和 11 年度までの中長期的な「上下水道事業経営戦略（改訂版）」

の素案を策定しました。 

つきましては、その内容を公表するとともに、市民の皆様からのご意見を募集します。 

 なお、いただいたご意見は、上田市上下水道審議会での審議に反映させていきます。 

 

１ 募集対象 

  市内に在住・在勤・在学の個人または団体 

 

２ 募集期間 

  令和元年１２月２３日（月）～令和２年１月２３日（木） 

 

３ 経営戦略（改訂版）の閲覧場所 

（1）上田市公式ホームページ 

 （2）真田地域自治センター３階・経営管理課 

 （3）上田市役所本庁舎１階・行政資料コーナー 

 （4）各地域自治センター窓口（豊殿・塩田・川西・丸子・武石） 

＊丸子地域自治センターにおいては丸子・武石上下水道課窓口 

 

４ ご意見の提出方法 

  「ご意見記入用紙」に、住所、氏名、電話番号を記入のうえ、次のいずれかの方法で

経営管理課まで提出してください。 

（1）郵送（〒386‐2292 上田市真田町長 7178 番地 1 真田地域自治センター３階  

上田市上下水道局 経営管理課宛て） 

 （2）ＦＡＸ（0268‐75‐1380） 

 （3）電子メール（keieikanri@city.ueda.nagano.jp） 

 （4）直接持参（真田地域自治センター３階 経営管理課） 

 ［ご意見記入用紙］ 

（1）公表場所に備え付けの用紙、又は上田市公式ホームページからダウンロードして、

ご利用ください。 

 （2）匿名、電話や口頭での受け付けは行いませんので、ご了承ください。 

 

５ ご意見の公表 

（1）いただきましたご意見は整理・要約し、ご意見に対する考え方を含めホームページ

等に公表します。（個人情報は公表はしません。） 

（2）個別回答はいたしません。 

令和元年１２月１１日 

上下水道審議会 
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