
毎日、安全で美味しい水をお届けします！ 

すいげん NO.2５ 
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夏

特 集 平成３１年度水道事業
予算と事業計画

●消費税率改定により 

水道料金と下水道使用料が変わります。

下水道維持管理用 

マンホールふた 

●表紙の写真 
このマンホールふたは、湖南及び湖北地区の各家庭から排水される下水が異常なく流れているか 
ふたを開け、目視確認する点検口です。また、維持管理の際には、下水道管内の清掃を行ないます。 
（写真カラーふたは終末処理場の展示品です。） 
このふたは、町内に１１７０個ほど設置してあり、とても重要な施設です。 
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〔収益的収支〕

 収益的収支で収入の柱となる

給水収益（水道料金）は全体的

に水量が低下する見込みで前年

度に比べ62万9千円（0.2％）

減の2億6,935万5千円、受託

工事収益の減など、収入総額で

は0.7％減の2億9,792 万 2千

円を見込んでいます。 

また、収益的支出の総額は、

原水及び浄水費などの増、減価

償却費や支払利息の減で、2 億

7,164 万円となり、前年度に比

べ1,114万円6千円(4.3％) の 

増です。この結果、収支差額は

2,628 万 2 千円の黒字となる見

込みです(図１)。 

〔資本的収支〕 

 資本的収支は、収入総額が

5,084 万円で、前年度に比べ、

1,043 万 9 千円(25.8％)の増と

なっています。 

主な収入の企業債が1,210万 

円(35.4％)増の4,630万円。補

償金は166万1千円(26.8％)減

の454万円となっています。 

支出総額は2億1,428万1千

円で、前年度に比べ 2,437 万 2

千円(12.8％)の増となっていま

す。主に、総係費が 1,021 万 6

千円増の1,736万2千円、メー

ター設備費が1,739万2千円増

の5,928万円、建設改良費が485

万6千円減の5,892万千円とな

っています。  

平成 31 年度の水道事業会計予算は３月に開かれた町議会第１回

定例会で可決されました。収益的収支の予算額は収入が 2 億 9,792

万2千円で、前年度に比べ198万円の減、支出は2億7,164万円で、

前年度に比べ1,114 万 6 千円の増となり、収支の差額は2,628 万 2

千円の黒字で前年度予算より低下する見込みとなっています。 

事業は、湖北保育所の新築に伴う配水管の整備のほか、メーター

取替工事、上水道施設の更新に係る計画策定を予定しています。 

平成３１年度水道事業予算と事業計画 特 集 

予算の概要 

上水道事業は地方公営企
業法が適用され、必要な経
費は水道料金で賄う独立採
算制が原則です。 
予算は料金収入や営業経

費などの経常活動に関する
｢収益的収支｣と施設整備な
どの投下資本に関する「資
本的収支」の２本立てとな
っています。 
水道事業予算とは上水道

事業予算のことです。 

給水収益 269,355

他会計補助金 10,797

長期前受金 17,364

その他 406収入 297,922千円

原水及び浄水費

78,694

配水及び給水費 10,372

総係費
32,236

減価償却費

120,362

資産減耗費

4,451

支払利息 21,024

消費税等
4,301

その他 200

支出 271,640千円

■図１ 収益的収支
水道水を作り、家庭などにお届けするための経費と財源 

◆企業会計のしくみ 
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●メーター設備事業 5,928 万円（1,739 万 2

千円） 

水道メーター（量水器）の新設や有効期間が

満了するメーターの 

交換を行います。新 

設、交換あわせて 

707台（181台） 

※( )内は前年度当初比増減額で、▲は減 

企業債償還金は142万9千円

（1.9％）増の7,834万1千円で

す(図２)。 

 資本的収支の不足額 1 億

6,344 万 1 千円は、過年度分損

益勘定留保資金1,004万1千円、

当年度分損益勘定留保資金1億

744 万 9 千円、当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整

額1,006万9千円、減債積立金

及び建設改良積立金 3,588 万 2

千円で補填することとしていま

す。 

 業務の予定量は、平成31年度

の水需要等の見通しを立てたも

のです。給水戸数は前年度に比 

べ17戸（0.3％）減の5,174戸 

◆収益的収支
科目 説明

給 水 収 益 水道料金
原水及び浄水費 水を作る費用
配水及び給水費

受 託 工 事 費 受託工事に要する
費用

総 係 費

支 払 利 息 及 び
企業債取扱諸費
◆資本的収支

科目 説明
企 業 債

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

【主な科目の説明】

水道施設整備のた
めの借入金
施設の建設･改良
に係る費用
借入金の元金の返
済額

水を各家庭等に配
る費用

人件費や事務費な
ど
水道施設等の資産
価値の目減り分を
費用計上したもの

借入金の利息の返
済額

減 価 償 却 費

で、年間総配水量は20,502立方

㍍（1.6％）減の 125 万 9,563

立方㍍で、一日平均給水量は56

立方㍍（1.6％）減の3,451立方

㍍の見込みです（表１） 

区　　分 単位 31年度 30年度 増減 率(％)

給 水 戸 数 戸 5,174 5,191 ▲ 17 ▲ 0.3

年間総配水量  1,259,563 1,280,065 ▲ 20,502 ▲ 1.6

一日平均給水量  3,451 3,507 ▲ 56 ▲ 1.6

●配水管布設替等事業 3,162万円（▲1,230万

6千円） 

 湖北保育所の新築に伴い配水管を新設する工

事等を行います。 

●設備整備事業 3,730万円（1,745万円） 

取水ポンプ整備工事等を行います。 

●基幹施設更新計画策定業務 700万円 

上水道の基幹施設の更新に係る計画の策定を

行います。 

業務の予定量 

平成３１年度の主な事業 

■図２ 資本的収支
水道施設を建設・改良するために必要な経費と財源

■表１ 業務の予定量

企業債 46,300
補償金
4,540

収入 50,840千円

建設改良費 58,920

総係費 17,362

メーター設備費

59,280

固定資産購入費 378

企業債償還金 78,341

支出 214,281千円
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▼こんにちは。４月１日より新規

採用で水道課水道施設係に配属さ

れました北澤です。早くも４ヶ月

が経ちましたが、まだまだわから

ないことだらけで日々、悪戦苦闘

しています。 

「水」は町民の皆様が生活して 
この広報誌は、町のホームペー

ジでもご覧いただけます。 

いくためには欠かせないものなの

で、教えられたことを１日でも早

く覚え、町民の皆様の役に立つこ

とができるように、一生懸命に取

り組んでいきたいと思いますので

どうぞよろしくお願いします。 

(北澤) 

●消費税率改定により水道料金と下水道使用料が変わります。
改定後の料金は、令和元年11月分から適用されます。 

●令和元年10月分まで ●令和元年11月分から

【水道料金】 (単位：円、消費税８％) (単位：円、消費税10％)

10以下
11以上
20以下

21以上 10以下
11以上
20以下

21以上

13 1,112.4 13 1,133

20 1,112.4 20 1,133

25 2,160 162 237.6 259.2 25 2,200 165 242 264

40 4,633.2 40 4,719

50 9,784.8 50 9,966

75 17,161.2 75 17,479

13 1,112.4 13 1,133

20 1,112.4 20 1,133

25 2,160 162 237.6 324.0 25 2,200 165 242 330

40 4,633.2 40 4,719

50 9,784.8 50 9,966

75 17,161.2 75 17,479

13 1,112.4 13 1,133

20 1,112.4 20 1,133

25 2,160 162 237.6 151.2 25 2,200 165 242 154

40 4,633.2 40 4,719

50 9,784.8 50 9,966

75 17,161.2 75 17,479

臨時用
メーターを
使用する
とき

1,112.4 臨時用
メーターを
使用する
とき

1,133

【 下水道使用料 】

使用水量 金額(円) 使用水量 金額(円)

メーターの
口径

(ミリメートル)

99

金額(円)

水量区分（立方メートル）

家事用 家事用

業務用 業務用

用　途

基本料金（１月につき） 水量料金（円／１立方メートルにつき）

用　途

基本料金（１月につき） 水量料金（円／１立方メートルにつき）

メーターの
口径

(ミリメートル)

金額(円)

水量区分（立方メートル）

農業用 農業用

浴場営業用 97.2 浴場営業用

529.2 539

用途

基本料金
超過料金

用途

基本料金
超過料金

(１月につき) (１月につき)

(円/１ につき) (円/１ につき)

一般用

４ まで 756

一般用

４ まで 770

８ まで 1,512 194.4 ８ まで 1,540 198

浴場営業用 32.4 浴場営業用 33


