
お問い合わせ先 福知山市上下水道部
水道・下水道事業についてのご意見やご要望をお待ちしています。 Eメール：w-soumu@city.fukuchiyama.lg.jp

■ 経営総務課  0773-22-6503 ■ 下水道課 0773-23-2085■ 水 道 課  0773-22-6502 ■ FAX 0773-22-6555

天然ガスで安全・安心・快適を提案し、環境に貢献する会社

エネファーム
ガスで発電！ガスで節電！
停電時も安心！最長8日間発電・給湯
ガスとセットで電気もお得に！

福知山市末広町1丁目1番1号
電話：0773-24-1500　FAX：0773-24-2525

ふくちやま

〒620-0876 福知山市字堀(水内)945番地
令和3年2月 　福知山市上下水道部発行

ホームページ　

上下水道たより
第26号

福知山市上下水道部 検索

「上下水道事業経営審議会」開催「上下水道事業経営審議会」開催
令和２年１１月に、学識経験者や各種団体・利用者の代表者１０人の構成員をもって、常設の委員会として
 「福知山市上下水道事業経営審議会」を立ち上げました。

令和２年12月に経営戦略を見直し
　水道事業・下水道事業・農業集落排水施設事業
を継続していくために、中長期的な経営の基本計画
である経営戦略（平成２９年２月策定）を、令和元年
度までの実績を踏まえ、今後の人口減少による収入
の減少や将来の投資を見込んで見直しを行いまし
た。計画期間は、令和２年度から令和１１年度の１０
年間で、令和５年度に見直しを予定しています。
　各事業の経営戦略につきましては、上下水道部
のHPに掲載しております。ぜひ一度ご覧ください。

 

　地球環境保全活動の一環と
して、令和2年11月13日に庁
舎周辺の清掃活動を始業前に
実施しました。

水道預かり保証金を返還します
　福知山市では旧上水道区域において、水道の給水開始時に基本料金の２か月分を水道預かり保証金としてお預かりし、閉栓
時に返還しておりましたが、平成10年3月31日にこの制度を条例改正により廃止し、お預かりしておりました保証金の精算処
理を順次行ってまいりました。（保証金額は1件あたり約60円～1,600円程度と、給水開始時期等によって異なります。）
　まだ保証金の返還を受けておられない方、受けていないと思われる方は、経営総務課までお問い合わせください。（転居や
名義変更等で返還先が不明となっている保証金もあります。）
　返還にあたっては水道の使用場所、本人（相続人）確認ができる書類が必要です。なお、名義人と異なる方がお手続きいただ
く場合は委任状が必要となります。また、電話でのお手続きはできません（書面でのお手続きが必要となります。）。お問い合わ
せ後の調査等には数か月を要することもあります。何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
　なお、返還対象となる方等は、下記のとおりです。

記

※お電話での口座番号の聞き取りや、ＡＴＭへの誘導等をす
ることはございませんので、詐欺行為などには十分ご注意
ください。

※返還にあたり手数料はかかりません。

上水道供給区域一覧 （平成10年3月31日当時）
京町　呉服町　長町　上新町　下新町　鍛冶町　上紺屋町　東中ノ町　中ノ町　西中ノ町　南栄町　北栄町　駅前町　内記一丁目
内記二丁目　内記三丁目　内記四丁目　内記五丁目　内記六丁目　内記六丁目北　岡ノ一町　岡ノ二町　岡ノ三町　岡ノ上町　　
東岡町　西岡町　西岡町二区　陵北町　南岡町　緑ヶ丘町　北岡町　旭が丘　つつじが丘　夕陽が丘　南天田町　丸田ヶ丘　　　
下柳町　菱屋町　下紺屋町　西町　寺町　鋳物師町　和久市町　昭和新町　東本町　西本町　南本町　北本町一区　北本町二区　
厚中問屋町　厚東町　上篠尾　下篠尾　篠尾新町　東羽合　西羽合　南羽合　北羽合　向野　荒木　森垣　日吉ヶ丘　高畑　水内
本堀　南本堀　野家　東小谷ヶ丘　西小谷ヶ丘　南小谷ヶ丘　北小谷ヶ丘　内田町　蛇ヶ端　堀口　東堀　土師新町南　　　　　
土師新町東　土師町　土師宮町　前田　小松ヶ丘　東佳屋野町　西佳屋野町　南佳屋野町　秋津が丘　土　東野町　聖佳町　石原
観音寺　興　戸田　南土野町　大池坂町　中坂町　長山町　平野町　猪崎　城山　下猪崎　中　中村団地　池部　安井　筈巻　　
上荒河　下荒河　かしの木台　岩井新町　岩井　奥野部　半田　新庄　厚　正明寺（一部）　牧（一部）　池田　岩崎　島田　　　
野間仁田　下地　中地　後正寺　大内山田　多保市　　駒場新町　長田南　長田北　上松　長田段　市の谷　大野　岩間　　　　
長田野町一丁目　長田野町二丁目　長田野町三丁目

問い合わせ先： 経営総務課　

TEL.22-6503 　FAX.22-6555

（１） 返還対象となる方 平成10年3月31日以前に水道契約をした方のうち、保証金の返還を受けていない方。亡くなってお
られる場合はその相続人

（２） 対象地域 平成10年3月31日の制度廃止当時に上水道供給区域であった地域（下表をご参照ください。）
（３） 返還金額 契約当時の基本料金の２か月分。精算充当されている場合は残余額　　　　　　　　　　　　　

（保証金額は１件あたり約６０円～１，６００円程度と、給水開始時期等によって異なります。）
（4） 返還の申出期限 令和12年3月31日 設置目的

福知山市上下水道事業経営審議会は、水道事業・下水道事業等の各種ビジョン・計画の策定等、経営全般に
ついて審議を行ない、上下水道事業の円滑で適正な推進に寄与することを目的としています。　

第2回 11月26日（木）
水道事業経営戦略・下水道事業経営戦略・農業集
落排水事業経営戦略の審議　水道施設視察

第1回 11月5日（木）
水道事業・下水道事業概要説明　下水道施設視察

福知山市上下水道部経営戦略 検索

福知山市上下水道事業経営審議会 検索庁舎周辺の清掃活動を実施

令和2年度の開催状況

※令和３年度にも１～２回程度開催予定で、傍聴も可能です。 〈第2回経営審議会の様子〉

〈私たちが各事業を担当しました〉
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内　容 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

① 和久市ポンプ場耐水化

② 和久市ポンプ場：1㎥/秒増強

③ 既設下水道管増強

④ バイパス管内貯留機能 2,300㎥

⑤ 小谷ケ丘貯留施設 2,400㎥

⑥ 高田貯留施設 2,400㎥

⑦ 雨水管渠増強（水路改修）

⑧ 大正東貯留施設 1,500㎥

⑨ 西池貯留施設 1,300㎥

⑩ 段畑雨水ポンプ場：7.2㎥/秒

⑪ 長田野2号雨水幹線水路改修

⑫ 土師宮町貯留施設 1,600㎥

⑬ 沢貯留施設 1,200㎥

⑭ 土師新町貯留施設 3,800㎥

⑮ 梅原貯留施設 1,500㎥

排水ポンプ車 0.5㎥/秒×2台

内水ハザードマップ

土のうステーション 33か所

家庭用雨水貯留施設の設置

事業経過

完成 H28.2

完成 H30.3

完成 H29.3

完成 H30.8

完成 H27.4

完成 H28.7

完成 H29.3

完成 H29.3

完成 H29.3

作成 H28.3 配布 H28.4

H28.7 23か所

1台目 H27.10
2台目 H28.3

H27.11 10か所

完成 H27.5

完成 H28.7

完成 R1.9

完成 R2.5

完成 R2.9

ポンプ稼働開始 R2.5

完成予定 R3.3
施工中

継続実施

下水道浸水被害軽減総合事業完了
　平成２６（２０１４）年８月豪雨により、福知山市街地で
大きな浸水被害が発生しました。このため、本市では国・
府・市が連携して「平成２６年８月豪雨と同程度の降雨
（６２㎜/時間）が発生した場合での床上浸水を概ね解消
する」ことを目標として、総合治水対策に取り組むこととな
り、この一環として、「福知山排水区下水道浸水被害軽
減総合計画」を策定し、平成２７年度から順次、ハード・ソ
フト対策を進めてきました。
　本事業の実施にあたり、長期間、工事による通行規制
などによりご迷惑をお掛けしましたが、現在、法川排水区
で実施しているバイパス管の工事を残すのみとなり、令
和３年３月末には本事業による整備が全て完了する予
定です。これにより市街地内の浸水被害の軽減が図れ
るものと考えております。
　今後も上下水道事業の基本理念である「安心・安全
を未来へつなぐ上下水道」を実現するため、上下水道事
業の推進に取り組んでいきますので、ご理解・ご協力をお
願いいたします。

事業の概要など

① 和久市ポンプ場耐水化

② 和久市ポンプ場（1㎥/秒増強）

③ 既設下水道管増強
⑩ 段畑雨水ポンプ場（7.2㎥/秒）

⑪ 長田野2号雨水幹線水路改修

⑫ 土師宮町貯留施設 （1,600㎥）

⑬ 沢貯留施設 （1,200㎥）

⑭ 土師新町貯留施設 （3,800㎥）

⑮ 梅原貯留施設 （1,500㎥）　

④ バイパス管内貯留機能 （2,300㎥）

⑤ 小谷ケ丘貯留施設 （2,400㎥）　

⑥ 高田貯留施設 （2,400㎥）

⑦ 雨水管渠増強（水路改修）

⑧ 大正東貯留施設 （1,500㎥）

⑨ 西池貯留施設 （1,300㎥）

凡　例
整備中

完　了

土師排水区

弘法川流域

法川流域

雨水ポンプ施設

管渠整備・増強範囲

下水道浸水被害軽減総合事業では、由良川流域（福知山
市域）における総合治水対策と併せて河川のない土師地
区の浸水対策を実施しています。

④ バイパス管施工状況 ⑩ 段畑雨水ポンプ場完成（全景）

JR山陰本線JR山陰本線

国道9号国道9号

国道9号国道9号

土師川土師川

由良川由良川

由良川由良川

西川西川

弘法川弘法川 法川法川

福知山駅福知山駅

ポンプ棟

調整池：10,000㎥

由良川
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