
毎日、安全で美味しい水をお届けします！
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特集１ 平成２５年度水道事業
予算と事業計画

特集２ 新しい水がめ
宮園配水池改築更新

● Information☆

「水洗化工事には助成制度があります」ほか

● すいどうＮＥＷＳ

光栄地区で下水道工事の説明会を行ないました

● 水のある風景No.10

橋に添架されている上水道の大動脈-導水管
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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）は前年度

に比べ947万3千円（3.5％）減

の2億5,845万5千円で、収入

総額では 2.9％減の 2 億 6,051

万6千円を見込んでいます。

一方、収益的支出の総額は、

総係費の減などで、2 億 3,784

万5千円で、前年度に比べ 892

万2千円（3.6％）の減少です。

この結果、収支差額は2,267

万1千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 1

億4,981万5千円で、前年度に

比べ 1 億 1,001 万 5 千円

（276.4％）の増額となっていま

す。主な収入の企業債が1億80

万円（281.6％）増の1億3,660

万円。前年度から着手し本体工

事に取りかかる宮園配水池改築

更新事業に対する国庫補助金が

921 万 5 千円（230.4％）増の

1,321万5千円となっています。

支出総額は前年度に比べ1億

662 万 4 千円（62.0％）の増額

となっています。建設改良費が

1億440万1千円（221.2％）増

平成２５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 6,051

万 6千円で、前年度に比べ779万 9千円の減、支出は2億3,784万

5 千円で、前年度に比べ 892 万 2 千円の減となっています。この結

果、収支の差額は2,267 万 1千円の黒字を見込みました。今年度は

宮園配水池の本体工事に着手し、送水管の一部を整備するほか、配

水管の整備や厚岸浄水場活性炭設備の改修を行います。

平成２５年度水道事業予算と事業計画特集１

予算の概要

※水道事業は水道法の規定で、給水人口

が100人を超えるものをいい、このうち

給水人口が５千人以下のものを簡易水道

事業といいます。どちらも必要な経費は

水道料金で賄う独立採算制が原則です

が、上水道事業は地方公営企業法が適用

され、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

備などの投下資本の増減に関する「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。

収入　260,516千円

給水収益
258,455

その他
2,061

支出　237,845千円

原水及び浄水
費 53,493

配水及び給水
費 8,342

総係費
 42,767

減価償却費
105,711

資産減耗費
1,899

支払利息
25,433

その他
 200

黒字額
 22,671

■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
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の1億5,160万1千円となって

います。（図２）

資本的収支の不足額 1 億

2,873 万 7 千円は、過年度分損

益勘定留保資金706万5千円、

当年度分損益勘定留保資金1億

761 万円、当年度分消費税等調

整額968万2千円、建設改良積

立金438万円で補填することと

しています。

業務の予定量は、平成25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8戸減の5,103戸で、年間総

◆収益的収支
科目 説明

給 水 収 益 水道使用料
原 水及 び浄 水 費 水を作る費用
配 水及 び給 水 費

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

配水量は4万733立方㍍（3.1％）

減の125万4,438立方㍍で、一

日平均給水量も 111 立方㍍

（3.1％）減の3,437立方㍍の見

込みです。（表１）

●配水管布設替等事業 920万円（▲1,380万円）

老朽管の布設替や未普及箇所の配水管整備を

行います。

門静前浜道路配水管新設工事など３件

●機器等更新事業 280万円（▲440万円）

古くなった配水流量計や配水メーターなどの

更新を行います。

尾幌ポンプ場配水流量計整備工事など２件

●設備改修事業 1,100万円（600万円）

厚岸浄水場活性炭注入ポンプの改修を行いま

す。

●宮園配水池改築更新事業（本体下部）

1億2,932万円（1億1,732万円）

配水池の工事は上部の水を貯める槽と下部

の配管室に分けて施工しますが、平成 25 年度

は下部について施工します。

●メーター設備事業 4,593万円（551万円）

水道メーター（量水器）の新設や有効期間が

満了したメーターの交換を行います。

新設、交換あわせて670台（105台）

※（ ）内は前年度当初比増減額で、▲は減

業務の予定量

平成２５年度の主な事業

収入　149,815千円

企業債
 136,600

国庫補助金
13,215

不足額
 128,737

支出　278,552千円

建設改良費
151,601

総係費　3,723

メーター

設備費
 45,925

固定資産購入
費　2,073

企業債償還金
75,230

■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

区　分 単位 25年度 24年度 増減 率(％)

給 水 戸 数 戸 5,103 5,111 ▲ 8 ▲0.2

年 間 総 配 水 量 ㎥ 1,254,438 1,295,171 ▲ 40,733 ▲3.1

一日平均給水量 ㎥ 3,437 3,548 ▲ 111 ▲3.1

■表１ 業務の予定量



4

真竜神社を少しあがったとこ

ろに、上水道の水がめ宮園配水

池があります。ここから町の全

世帯の約 9 割を占める約 4,000

世帯へ水を送っています。

大小３つの池のうち、一番古

いものは旧日本海軍から譲り受

け、既に耐用年数の60年を過ぎ

ています。一番大きい池は、昭

和36年から昭和38年に急速ろ

過池として築造され、昭和 49

年から配水池として使っていま

す。いずれも老朽化が進み、早

急な手当が必要な状態です。

町では、平成22年度から、こ

の配水池の改築更新に向け、建

設候補地の選定、候補地の地盤

調査など様々な調査と検討を行

なってきました。その結果、現

在の配水池の東側に隣接して建

設することになりました。

施設の老朽化の解消と耐震化を図るため、調査や設計を進めて

いた宮園配水池改築更新事業は、本体工事にいよいよ着手しま

す。新しい配水池は、災害に強く、長期にわたり、安全で安定

した給水の確保に大きく寄与する施設になると期待されていま

す。

新しい水がめ宮園配水池改築更新特集２

〔上〕
昭和36年から昭和38年に
築造し、配水池として転用
しているところ。
コンクリート部分は配水池
の点検口。

老朽化が著しい配水池

〔右〕
配水池から見る厚岸町市街
地。
手前の平らなところの下
が、旧日本海軍から譲り受
けた配水池。
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外観はドーム型の屋根をした

円筒状です。清掃などの維持管

理のため、内部にはもう１槽円

筒状の水槽がある２槽構造にな

っています。

外径は約 25ｍ、高さは約 16

ｍ。そのうち、下部の 3.5ｍは

水槽ではなく、配管や機械設備

を収納する場所です。

構造は、プレストレストコン

クリート（ＰＣ）製。特徴は、

鉄筋コンクリート製に比べ、弾

性に富み、水密性が高く、鋼材

やコンクリートの使用量が少な

いなどです。こんなに大きな水

槽ですが、外壁の厚さは 30cm

ほどです。

貯水量は、2,800 立方㍍で、

現在の総貯水量とほぼ同じです

が、３池が１池になることで、

効率よく水をお届けすることが

できるようになります。

新しい配水池は、阪神淡路大

震災相当の地震が起きても、貯

水機能に重大な影響が出ないよ

う、耐震性に優れた構造になり

ます。

また、大きな地震で水道管が

破損し大量の水が流出するよう

な災害時には、「緊急遮断弁」が

作動し、水の流れを止め、町民

の皆様の当面の飲料水を確保す

ることができるようになります。

水道課では、このような機能

を生かし、この場所を災害時の

応急給水拠点として使用する予

定です。

耐用年数は60年。建設費の大

半は、水道料金で賄われ、次世

代に引き継ぐ大切な施設となり

ます。

新しい配水池が完成した後は、

現在の水道管につなぎ替えて使

用を開始します。

工事は7月下旬に着工し、機

械や電気設備工事を含め、平成

27年2月頃まで行います。安全

に十分配慮して実施しますが、

地域の皆様のご理解とご協力を

お願いします。

新配水池の構造 次世代への大切な施設

耐震性に優れた新配水池

工事の期間

〔右〕
新宮園配水池
完成イメージ図
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 下水道が整備された地区でト

イレを水洗化して下水道に接続

する際の工事費等は、皆さんの

負担になりますが、町では水洗

化の普及を促進するため、補助

金と貸付金の二つの助成制度を

用意しています。 

 助成制度を利用できるのは二

つのうちのどちらか一つで、町

税や受益者負担金の未納がない

こと、貸付金の場合は保証人を

付けるなどの条件があります。

詳しくは水道課へお問い合わせ

ください。 

 なお、水洗化工事は、厚岸町

指定の工事店でなければできま 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せんのでご注意ください。 

● 補助金 

供用開始から３年以内にトイ

レの水洗化工事をされる場合に

補助金を交付します。補助額は、

トイレ１基の場合で排水設備工

事とトイレ改造をあわせて、供

用開始１年目で7万6千円、２

年は 6 万 4 千円、３年目では

5万1千円です。 

● 無利子の貸付金 

町指定の金融機関から無利子

で改造資金をお貸しします。限

度額はトイレ２基までで103万

2千円です。 

●問い合わせ／業務係（内線

178～181） 

※このほか、厚岸漁業協同組合

では、組合員向けの独自の融資 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度があります。詳しくは同漁

協信用共済部信用課℡52-3151

へお問い合わせ願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
納付書納付書納付書納付書をををを発送発送発送発送しましたしましたしましたしました。。。。        
納期内納入納期内納入納期内納入納期内納入にごにごにごにご協力協力協力協力をををを。。。。        
 
下水道供用開始区域の土地の

所有者等に、下水道建設費の一

部を受益者負担金として負担し

ていただいています。今年度の

納付書は７月に受益者の皆様へ

郵送しましたので、ご確認をお

願いします。 

【平成25年度納期限】 

◆1期 25年 7 月31日（水） 

◆2期 25年 9 月30日（月） 

◆3期 25年12月25日（水） 

◆4期 26年 2 月28日（金） 

 

 

    
ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ☆☆☆☆    

水洗化工事には 
助成制度があります 

    

中町農業協同組合 

■■■■料金料金料金料金のののの軽減軽減軽減軽減    

 生活保護を受けている方や所

得の低い方は、水道料金・下水

道使用料の軽減（基本料金が半

額になります）を受けることが

できます。 

 毎年、申請が必要です。詳し

くは、水道課へお問い合わせく

ださい。 

●お問い合わせ／業務係（内線

178～181） 

 

水道料金・下水道使用料は、

水道・下水道の利用と水の供給

というサービスを受けるために

その負担として納入していただ

くものです。水道・下水道事業

は皆さんから納入していただく

料金により経営が成り立ってい

ます。 

■■■■料金料金料金料金のののの納納納納めめめめ方方方方    

●集金／毎月、町で委託してい

る徴収員がご自宅へ伺いますの

で、徴収員にお支払いください。 

●自主納付／毎月、納入通知書

を郵送しますので、町内の金融 

機関（ゆうちょ銀行は除く)、役

場、湖南地区出張所、上尾幌駐

在所でお支払ください。 

●口座振替／毎月25日（休日の

場合は翌営業日）にご指定の口

座から振替されます。 

 口座振替を利用する場合は、

通帳と印鑑をお持ちになり、次

の取扱金融機関窓口で手続きを

してください。 

【取扱金融機関】 

北洋銀行、大地みらい信用金庫、

厚岸漁業協同組合、ゆうちょ銀

行、釧路太田農業協同組合、浜 

水道料金・下水道使用料は納期限までに納めましょう。 

『納期限は毎月月末です！！！！』 

上下水道上下水道上下水道上下水道にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

下水道受益者負担金 
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わき水や、家庭用の浅い井戸

は周囲の影響を受けやすく、細

菌や有害物質による汚染の恐れ

があり、水質は不安定です。給

水区域内で飲用の井戸を使用し

ている方は安全な水道水の利用

をお勧めします。 

水道接続などの相談は、水道

課又は厚岸町給水装置工事事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者へお問い合わせください。 

●問い合わせ／水道施設係 

（内線175・176） 

 

 

 

 

 水道水をいったん受水槽に貯

めて利用している水道は「貯水 

槽水道」といい、設置した方が 

管理することになっています。

貯水槽の大きさが10立方㍍を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

超えるものは水道法で「簡易専

用水道」として、10立方㍍以下

のものは町の条例で「小規模貯

水槽水道」として、それぞれ水

質管理などを行うよう定められ

ています。安全・安心な水が使

用できるよう、適切な管理を行

いましょう。 

●問い合わせ／水道施設係 

（内線175・176） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に工事をすることがあり、地

域の皆様には通行などにご

不便やご迷惑をおかけする

こととなりますが、ご理解と

ご協力をお願いいたします。 

    
ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ☆☆☆☆            
上下水道上下水道上下水道上下水道にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

貯 水 槽 水 道 は 
適 切 な管 理 を  

飲み水は井戸から 
水道のご利用へ 

光栄地区で下水道工事の説明会を行ないました 

5月20日に光栄地区の皆様を

対象とした説明会を開催し、当

日は50人を超す参加が得られ、

下水道整備への関心の高さを

感じました。 

説明会では、本年度から着手

する光栄地区下水道整備の年

度別計画や受益者負担金、下水

道使用料、水洗化等改造工事補

助金交付制度などの説明に対

し、多くの質問がだされまし

た。 

厚岸町では平成3年度から公

共下水道事業に着手し、終末処

理場の建設や下水道管の整備

を行なってきました。 

〔右〕下水道工事などの説明を熱心に

聞く光栄地区の皆様 

現在は、宮園・白浜4丁目地

区の一部の区域まで整備が完

了し、下水道を使用できるよう

になっています。 

今後は、3 年間で光栄地区の

下水道を整備する計画です。住

宅団地内の複数の路線で同時

すいどうすいどうすいどうすいどう    
NEWSNEWSNEWSNEWS    
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●表紙の写真

厚岸終末処理場の各施設を見学した

後、構内で熱心に質問する真龍小学校

４年生の児童。広い構内には管理棟の

ほか、汚水を処理する施設がたくさん

あり、興味津々。貴重な社会見学とな

ったことでしょう。

▼秋は厚岸町でも防災訓練が行われ

ます。国の中央防災会議の作業部会

が「３日分」が目安だった水や食料

の家庭備蓄を「１週間分以上」にす

るように促したと報道されていま

す。「宮園配水池」が改築により、地

震や災害に強い町民の水瓶となるの

ですが、やはり個人単位の備えや心

構えがなくては災害から身を守るこ

とができないと思います。さらに、

作業部会は南海トラフ巨大地震に対

してですが「住民１人１人が主体的

に迅速に避難することが最も重要」

と。我が地域もしかりです。（遠田）

▼４月に新規採用で、水道課業務係

担当になりました松永です。５月の

漏水事故で、水の大切さを知りまし

た。生活で一番大事な水に関わる仕

事なので、責任を持って仕事をして

いきたいと思います。皆様とは、窓

口でお会いすることが多いので、よ

ろしくお願いします！  （松永）

▼４月採用で水道課下水道施設係担

当になりました、生まれも育ちも厚

岸の南谷です。この５ヶ月は、大規

模な漏水事故の対応や下水道工事の

発注でバタバタと過ぎました。日々

学ぶことが多く四苦八苦しながらも

即戦力になれるようにこれからも頑

張りますのでよろしくお願いしま

す。        （南谷）

橋に添架さている上水道の大動脈－導水管

ホマカイ橋に添架されている導水管

（取水場から浄水場までの水道管）。

来年度、橋と共に架替えが予定され

ています。

水源河川の敷地内にある取水場から門静にある厚岸浄水場までの間

は、鋳鉄製の「導水管」で結ばれています。その長さは約 2,500ｍ。

そのうちの一部が旧尾幌１号川に架かる橋に添架されていて、この管

を使用して、毎日約3,800立方㍍の水道水の「原材料」を取水します。

今、この橋の架替え工事が進められており、来年度には隣に新たな

橋が姿を現す見込みです。

それに合わせ、この導水管も架け替えます。新たな添架管は直径

300mm でステンレス製の二重保温管です。この添架管は厚岸大橋に添

架されている水道管に次ぐ規模で、厚岸町の人口の９割がこの管を通

った水を使用していることから、上水道の「大動脈」と言えます。


