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毎日、安全で美味しい水をお届けします！
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●表紙の写真



■図１　収益的収支
水道水を作り、ご家庭などにお届けするための経費と財源

給水収益
267,928

その他 387

 収入　268，315千円

原水及び浄水
費　52,069

配水及び給水
費　8,390

総係費
50,773

減価償却費
102,463

資産減耗費
1,685

支払利息
26,433

その他
4,954

黒字額
21,548

支出　246，767千円

収益的収入は、料金改定によ

る給水収益の伸びを見込み、前

年度当初比 4,306 万 1 千円（19.

1％）増の2億 6,831万 5千円。

このうち給水収益は 4,327 万 1

千円（19.3 ％）増の２億 6,792

万 8千円を見込んでいます。

一方、収益的支出は、減価償

却費の増などで537万 9千円（2

.2 ％）増の 2億 4,676 万 7 千円

で、収支差額は 2,154 万 8 千円

の黒字となる見込みです（図１）。

資本的収支の収入総額は、前

年度比2,647万 3千円（39.9％）

減の 3,980 万円。主な収入の企

業債が前年度比 2,410 万円（40.

2 ％）減の 3,580 万円。今年度

から着手する宮園配水池改築更

新事業のうち、送配水管整備に

かかる国庫補助金 400 万円を新
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水道事業の平成 24 年度予算は、料金改定により給水収益が前年

度当初比19.3 ％、4,327 万 1 千円増の２億6,792 万 8 千円で、

収益的収入は 2 億 6,831 万 5 千円。一方、収益的支出は 2.2

％増の２億 4,676 万 7 千円で、収支差額は 2,154 万 8 千円の

黒字を見込みました。黒字予算となるのは 20 年度以来 4 年ぶりで

す。今年度は宮園配水池の改築更新に着手し、送配水管の一部を

整備するほか、桜通り配水管の布設替えや厚岸浄水場活性炭設備

の改修などを実施します。

平成24年度水道事業予算と事業計画

予算の概要

特集１

※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、5千人を超えるものを一般に上

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

上水道事業の予算のことです。

今年度、送配水管の一部を整備する宮

園配水池

〔収益的収支〕

〔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

■図２　資本的収支

企業債
35,800

国庫補助金
4,000

不足額
132,128

収入　39，800千円

建設改良費
47,200

総係費 4,454

メーター設備
費 40,423

固定資産購入
費 1,847

企業債償還金
78,004

支出　171，928千円

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 水を各家庭等に配

る費用
総 係 費 人件費や事務費

など
減 価 償 却 費 水道施設等の資

産価値の目減り
分を費用計上した
もの

支払利息及び企業
債 取 扱 諸 費

借入金の利息の
返済額

科目 説明
企 業 債 水道施設整備の

ための借入金
建 設 改 良 費 施設の建設・改良

に係る費用
企 業 債 償 還 金 借入金の元金の

返済額

◆資本的収支

【主な科目の説明】

◆収益的収支

区分 単位 24年度 23年度 増減 率（％）

給 水 戸 数 戸 5,111 5,110 1 0.0
年 間 総 配 水 量 1,295,171 1,314,515 ▲ 19,344 ▲ 1.5
一日平均給水量 3,548 3,601 ▲ 53 ▲ 1.5

■表１　業務の予定量

規に計上しています。

支出総額は前年度比 2,299 万

4千円（11.8 ％）減の１億 7,192

万 8 千円。建設改良費が前年度

比 580万円（10.9 ％）減の 4,72

0 万円、企業債償還金が前年度

比 555万円（0.7 ％）減の 7,800

万 4千円となっています（図２）。

資本的収支の不足額 1億 3,21

2 万 8 千円は、過年度分損益勘

定留保資金 2,176 万 4 千円、当

年度分損益勘定留保資金 1億 41

4 万 8 千円、当年度分消費税等

調整額 447 万 3千円、建設改良

積立金 174 万 3千円で補填する

こととしています。

業務の予定量は、平成 24 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

比 1戸増の 5,111 戸ですが、年

間総配水量は 1万 9,344㎥（1.5

％）減の 129 万 5,171㎥で、一

日の平均給水量も53㎥（1.5％）

減の3,548㎥の見込です（表１）。
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業務の予定量

●配配水管布設替等事業 2,300万円（▲900万円）

道路改良などに併せて老朽管の布設替えや未普

及箇所の配水管整備を行います。

桜通り配水管布設替工事、門静前浜道路配水管

新設工事など5件

●機器等更新事業 720万円（▲380万円）

古くなった水位計などの機器を更新します。

末広ポンプ場水位計、末広配水池水位計整備な

ど５件

●設備改修事業 500万円（▲500万円）

浄水場の活性炭接触設備改修を行います。

●宮園配水池改築更新事業（送配水管）

1,200万円（1,200万円）

宮園配水池の改築更新に向け送配水管の一部を

整備します。

●メーター設備事業 4,042万円（▲1,186万円）

水道メーター（計量器）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、交換合わせて565台（▲227台）

※（ ）内は前年度当初比増減額で、▲は減

24年度の主な事業



町は、厚岸湖・湾などの公共

用水域の水質を保全し、衛生的

で快適な生活環境を実現するた

め、公共下水道事業による下水

道整備を進めています。公共下

水道事業は、平成３年度に国の

事業認可を受けて事業着手して

以来、おおむね 5年～ 6 年ごと

に認可を受けながら計画的に整

備を進め、市街地における汚水

処理の普及、雨水の排除、水質

汚濁の防止などに貢献してきま

した。

現在、認可を受けているのは

23 年度から 28 年度までの第 5

次計画で、町の第 5期総合計画

に基づき 3年ごとの実施計画を

定めて整備を行っています。現

在の実施計画では 26 年度まで

の事業予定を定めています。

23年度末では計画図のとおり

湖南地区市街地のほぼ全域、湖

北地区の港町、真栄、住の江、

山の手の全域と宮園、白浜の一

部で整備が終わり、市街地のお
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特集２

下水道は厚岸湖・湾などの公共用水域の水質を保全し、衛生的で

快適な生活環境を実現するための重要な施設です。町は平成３年

度から公共下水道事業により市街地を中心に整備を進めています。

今号では、下水道のこれまでの整備状況と今後の計画についてお

知らせします。

国の認可と町の総合計画

に基づいて進めています

これまでに市街地の約9

割を整備しました

年度 H19 H20 H21 H22 H23

整備面積（ ha） 251 259 267 274 286
普 及 率（％） 62.9 64.3 65.3 68.0 68.8
水洗化率（％） 66.2 69.3 68.2 70.7 71.5

50

55
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65
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75

H19 H20 H21 H22 H23

普　及　率（％）

水洗化率（％）

よそ 9 割で下水道が使用できる

環境となりました。整備面積は

286 ㌶、普及率（町の総人口に

対する供用開始区域内人口の割

合）は 68.8 ％で、このうち水洗

化率（供用開始区域内人口に対

する水洗化人口の割合）は 71.5

％となっています（表とグラフ）。

今後の計画としては、今年度

に宮園４丁目と白浜１丁目、４

丁目などの整備を終え、２５年

度から光栄地区の整備に着手す

る予定です。

また、下水道事業では、市街

地に降った雨水を川などに排除

して大雨などによる浸水被害を

防ぐために雨水管の整備も進め

ています。18年度から整備して

いる住の江 3 丁目地区は今年度

で整備を終え、26 年度から同 1

丁目地区を整備するほか、23年

度から整備している宮園地区は

来年度で完了する予定です。
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今年度は宮園4丁目など

を整備します



■図２　資本的収支

収入　39，800千円

支出　171，928千円

科目 説明

科目 説明
◆資本的収支

◆収益的収支

区分 単位 24年度 23年度 増減 率（％）

■表１　業務の予定量

配水管布設替等事業 2,300万円（▲900万円）

●機器等更新事業 720万円（▲380万円）

●設備改修事業 500万円（▲500万円）

●宮園配水池改築更新事業（送配水管）

1,200万円（1,200万円）

●メーター設備事業 4,042万円（▲1,186万円）

町の主要な上下水道施設は自

家発電機を備えているので、計

画停電が実施された場合でも、

基本的には通常と同じように使

用することができますが、次の

ことに注意とご協力をお願いし

ます。

●水道

受水槽や給水ポンプなどを使

用して給水している建物では、

停電により機器が停止し、断水

や水の出が悪くなる場合があり

ますので、事前に、飲料水の確

保や生活用水のくみ置きをする

などの対応をお願いします。建

物の給水ポンプなどについては

各建物の管理者にお問い合わせ

ください。

●下水道

終末処理場へ汚水を送るポン

プのうち一部のものが停止し、

汚水処理能力が一時的に低下す

ることがありますので、お住ま

いの地域で計画停電が実施され

る時間帯は、下水道への排水を

できるだけ少なくするなどのご

協力をお願いします。

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～ 177)

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。
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計画停電時の水道と
下水道について

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為にそ

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、

みな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。

●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

駐在所でお支払いください。

●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

を利用していただく場合は、通

帳と印鑑をお持ちのうえ、取扱

金融機関の窓口で手続きしてく

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、浜中町農業協

同組合

生活保護を受けている方や低

所得の方は、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、役場水道課へお問い

合わせください。

●問い合わせ／業務係（内線17

8～181）

納期限は毎月末です！

水道料金・下水道使用料は納期限までに納めましょう。

納付書を発送しました。
納期内納入にご協力を。

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 24 年度納期限】

◆1期 24年 7 月 31 日（火）

◆2期 24 年 10 月 1 日（月）

◆3期 24 年 12 月 25 日（火）

◆4期 25 年 2 月 28 日（木）

下水道受益者負担金

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ☆

飲み水は井戸から
水道のご利用へ

貯水槽水道は適切な
管理を



■図１　収益的収支

収入　268，315千円

支出　246，767千円

●問い合わせ／水道施設係(内線

175～ 177)

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

年目は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 17

8 ～ 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

制度がありますので、詳しくは

同漁協信用共済部信用課℡52-31

51 へお問い合わせ願います。
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真龍小の子どもたちが社会科

の勉強で7月3日に厚岸浄水場

（門静2丁目）、9日に下水道の

終末処理場（有明2丁目）をそ

れぞれ訪れました。訪れたのは

4年生の48人で、川の水から水

道水を作る浄水処理の流れや家

庭などから出された汚水を微生

物処理できれいにする終末処理

場の仕組みについてメモを取り

ながら熱心に学んでいました。

浄水場と終末処理場では皆さ

んの訪問を随時受け付けていま

す。見学の際は事前に水道課へ

申し込みください。

真龍小4年生が浄水場と

下水処理場を見学

［上］終末処理場で微生物の様

子を顕微鏡モニターで見る子ど

もたち

［右］浄水場の水質試験室で

説明を聞く子どもたち

すいどう
ＮＥＷＳ

上下水道に関するお知らせ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ☆

水洗化工事には
助成制度があります
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●表紙の写真

厚岸終末処理場の最終沈澱池で説明を

聞く真龍小 4年生の児童。最終沈澱池

は、汚れを食べて泥の固まりとなった

微生物を沈め、きれいな上澄みと分離

するところ。この上澄みを消毒して川

に放流します。

◆7月 23 日から節電要請期間が始

まりました。家庭や職場でそれぞれ

節電に工夫されていることと思いま

す。道内での節電要請は、第 1次オ

イルショックがあった昭和 48 年

（1973 年）以来、39 年ぶりとのこと。

当時、ニュースでトイレットペーパー

などの買占め騒動やデパートのエス

カレータが運転中止したことなどを

伝えていました。丸三鶴屋（釧路市）

のエスカレーターも止まっていたの

を覚えています。テレビの深夜放送

自粛もありました。結局、このとき

は停電には至らず、今回もし、停電

が実施されれば、北電としては初め

てとのこと（北海道新聞）。はて、

私が子どものころ、朝起きてテレビ

をつけようとしたら母に「今日は

『電休日』だよ」と言われた記憶が

あるのですが、記憶違いでしょうか。

（常）

◆主要な水道施設には非常用自家発

電設備があり、停電が発生しても給

水に大きな影響が生じないようになっ

ています。この設備が「計画停電」

の際にも役に立つのですが、まさか、

このような停電が行われるなんて思っ

てもいませんでした。電気も水道と

同じライフラインです。短時間でも、

止まることによる社会的影響の大き

さを感じます。 （遠）

◆夏休みに入り、家庭などで花火を

する機会が多くなる季節です。花火

をするときは、まず、バケツなどに

「水」を用意して、使用方法を事前

に確認し、マナーを守り、ケガをし

ないように気をつけて楽しんでくだ

さい。楽しんだ後は、火の始末を徹

底しましょう！ （宮）

編集後記

以前、厚岸町の水道水源は河川水と井戸水、湧水があり、このう

ち給水人口の約 9割を占める上水道はホマカイ川の表流水が水源―

とお伝えしましたが、町内には、もう一つ水源河川があります。ホ

マカイ川と同じ旧尾幌１号川の支流「オッポロ川」です。

取水施設は片無去の国有林の中にあり、時々熊の出没情報も聞か

れます。取水可能な水量は１日 451 立方㍍。ここで取水した水は約

2㌔離れた片無去浄水場を経て、上尾幌簡易水道の片無去地区に供

給されます。取水量は上水道の約 15分の 1ですが、降雨時や春の

雪解け時期にはホマカイ川と同様、濁度の上昇や有機物の増加など

に合わせた高度な処理が必要です。取水施設は国有林内にあり、普

段目にすることはありませんが、地域を支える大切な財産です。

オッポロ川の取水施設。鉄筋コンクリー

ト造りの堰提（せきてい）で水を貯め

て取水。昭和53年建設。
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