
下水道事業の業務状況

下水道事業の平成２９年度上半期（４月１日から９月３０日）の業務状況につい

てお知らせします。

（１）平成２９年度下水道事業の上半期の概要

１．下水道事業の本年度上半期９月末現在の事業執行状況は、収益的収入（下水道

事業収益）565,321,330 円、予算執行率 51.6％、昨年度に比べ 17,076,270 円の

増、収益的支出（下水道事業費用）169,646,024 円、予算執行率 15.9％、昨年度

に比べ 20,828,079 円の減となっています。

資本的収入は 6,532,280 円、予算執行率 1.6％、昨年度に比べ 6,126,280 円の

減、資本的支出の現年分は、253,770,786円、予算執行率 35.4％、昨年度に比べ

7,165,927 円の増となっています。また、資本的支出の繰越分は、65,077,220

円、予算執行率は 49.1％となっています。

なお、長期前受金戻入及び減価償却費につきましては、決算時に収益及び費用

として計上いたします。

２．下水道使用料につきましては、９月末調定額が 164,149,560 円、予算執行率

48.7％、昨年度に比べ 17,057,020 円、11.6％の増となっています。

  新規ます設置等にかかる受益者負担金（公共）は 2,354,300 円、予算執行率

42.8％、昨年度に比べ 2,765,100 円の減、受益者分担金（農集）は 134,000 円、

予算執行率 18.2％、昨年度に比べ 268,000 円の減となっています。また工事負

担金は、4,043,980円、予算執行率 36.1％、昨年度に比べ 3,093,180 円の減とな

っています。

３．支出につきましては、管渠費、ポンプ場費、処理場費等、下水道施設の維持管

理に係る営業費用が 79,213,846 円、予算執行率 9.3％、昨年度に比べ 2,219,420

円の増となっています。



４．建設改良費としましては、平成 28 年度からの繰越事業であります駅東雨水幹

線工事（第１工区）及び施工監理業務、川端雨水幹線詳細設計業務（その２）を

完了いたしました。本年度、汚水整備事業としましては、コミュニティプラント

施設統合詳細設計業務、福崎工業団地下水道舗装本復旧工事（その２）に着手し、

雨水整備事業として、川すそ雨水幹線工事（その６）及び施工監理業務に着手し

ました。



下水道事業会計

①収益的収入及び支出 （単位；千円）

第１款　下水道事業収益 1,096,500 565,321 51.6 1,184,802

　１項　営業収益 361,220 164,280 45.5 333,074

　２項　営業外収益 701,280 367,041 52.3 816,098

　３項　特別利益 34,000 34,000 100.0 35,630

合 計 1,096,500 565,321 51.6 1,184,802

（単位；千円）

第１款　下水道事業費用 1,065,600 169,646 15.9 1,142,020

　１項　営業費用 855,037 79,214 9.3 913,646

　２項　営業外費用 210,563 90,432 42.9 223,204

　３項　特別損失 － － － 5,170

合 計 1,065,600 169,646 15.9 1,142,020

②資本的収入及び支出 （単位；千円）

第１款　資本的収入 400,600 6,532 1.6 287,175

　１項　企　業　債 92,500 0 0.0 58,900

　２項　出　資　金 111,564 0 0.0 90,843

　３項　補　助　金 75,000 0 0.0 42,600

　４項　負　担　金 17,436 6,532 37.5 17,232

　５項　基金取崩収入 104,100 0 0.0 77,600

合 計 400,600 6,532 1.6 287,175

（単位；千円）

第１款　資本的支出 717,500 253,771 35.4 603,844

　１項　建設改良費 214,668 10,211 4.8 132,888

　２項　固定資産購入費 477 184 38.6 0

　３項　企業債償還金 497,601 243,376 48.9 466,544

　４項　基金積立金支出 4,754 0 0.0 4,412

合 計 717,500 253,771 35.4 603,844

③資本的収入及び支出（繰越） （単位；千円）

第１款　資本的収入 128,100 0 0.0 66,400

　１項　企　業　債 61,800 0 0.0 31,500

　２項　補　助　金 66,300 0 0.0 34,900

合 計 128,100 0 0.0 66,400

（単位；千円）

第１款　資本的支出 132,600 65,077 49.1 69,800

　１項　建設改良費 132,600 65,077 49.1 69,800

合 計 132,600 65,077 49.1 69,800

支出済額 支出比率 (％) 28年度決算額

歳 入 款 項 別

28年度決算額収入比率 (％)

予算現額 28年度決算額

支出比率 (％) 28年度決算額

収入済額

歳 出 款 項 別 予算現額

収入比率 (％) 28年度決算額

歳 出 款 項 別 予算現額

歳 入 款 項 別 予算現額 収入済額

収入比率 (％)

支出済額

歳 出 款 項 別 予算現額 支出済額 支出比率 (％) 28年度決算額

（２）収入及び支出の状況

歳 入 款 項 別 予算現額 収入済額



（３） 借入金の状況

（単位；千円）

29.3.31 29.9までの 29.9までの 29.9.30

現在額 元金償還額 発行額 現在額

下 水 道 事 業 債 10,788,774 243,376 0 10,545,398

（４）建設改良工事の状況

会 計 区 分 施工場所
事業費

 (千円）

下水道事業 駅前 106,989

下水道事業 駅前 5,071

下水道事業 南田原 56,592

下水道事業 高橋 24,004

下水道事業 駅前 11,362

下水道事業 南田原 5,832

下水道事業 南田原 6,312

　　下水道事業債は、管路や施設などを整備するために必要な資金を借入し、翌年度以降償還していくもので、今年度は汚水及び

　雨水整備事業にかかる借入れをします。

　ていく適正な発行を心がけていく必要があります。

駅東雨水幹線工事（第１工区）【H28繰越分】

概 要

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工　315.1ｍ（′800～′1,000）
　マンホール工　12か所　等
舗装・附帯工　１式

事 業 名

　　事業債にかかる償還額は年々増嵩し、今後、償還のピークを迎えます。将来世代の負担を見極め、町債の適正な発行を心がけ

福崎駅周辺整備事業に伴う下水道管敷設工事
（その２）

開削工(φ150)　 L=143.25m（138.2m）
マンホール工　８か所
取付管工　７か所、附帯工　１式

会 計 区 分

　平成２９年度上半期の主なものは、下記のとおりです。

Ｕ型水路工（H2000×W3500）L=174.7ｍ
既設水路接続工　１式
附帯工　１式

工事施工監理　１式

川すそ雨水幹線工事（その６）

駅東雨水幹線工事（第１工区）施工監理業務
【H28繰越分】

長目地区コミュニティプラント施設統合詳細設計業務

川すそ雨水幹線工事（その６）施工監理業務

福崎工業団地下水道舗装本復旧工事（その２）
（下水道分）

切削オーバーレイ工　t=5cm　13,185㎡
舗装打ち替え工　t=3～10ｃｍ　5,282㎡　他

下水道工事積算施工監理業務　１式

詳細設計業務　１式
　開削工　1,025ｍ
　マンホールポンプ１基



（５）委託業務の状況

会 計 区 分
委託金額
(千円）

下水道事業 708

下水道事業 32,665

下水道事業 単価契約

下水道事業 単価契約

下水道事業 単価契約

下水道事業 1,825

下水道事業 単価契約等

下水道事業 1,944

産業廃棄物収集・運搬 H29.4.1～H30.3.31  2,700円／t

水質検査 H29.4.1～H30.3.31

マンホールポンプ保守点検 H29.4.1～H30.3.31

H29.4.1～H30.3.31

下水道事業アドバイザリー業務 H29.4.21～H30.3.31

農集施設保守点検清掃業務

　平成２９年度上半期の主なものは、下記のとおりです。

事 業 名 委託期間 概　　　要

上下水道料金システム保守

水処理施設維持管理保守

H29.4.1～H30.3.31

H29.4.1～H30.3.31

産業廃棄物処理 H29.4.1～H30.3.31 12,960円／t



平成２９年度　下水道使用料　収納状況

現年度分 滞納繰越分 計 現年度分 滞納繰越分 計 現年度
滞納

繰越分

281,800,000 137,276,000 3,262,880 140,538,880 107,626,500 1,849,450 109,475,950 78.4 56.7

現年度分 滞納繰越分 計

29,649,500 1,413,430 31,062,930

平成２９年度　農業集落排水施設使用料　収納状況

現年度分 滞納繰越分 計 現年度分 滞納繰越分 計 現年度
滞納

繰越分

55,100,000 26,652,560 694,360 27,346,920 24,815,410 424,470 25,239,880 93.1 61.1

現年度分 滞納繰越分 計

1,837,150 269,890 2,107,040

平成２９年度　個別排水処理施設使用料　収納状況

現年度分 滞納繰越分 計 現年度分 滞納繰越分 計 現年度
滞納
繰越分

470,000 221,000 26,520 247,520 211,150 26,520 237,670 95.5 100.0

現年度分 滞納繰越分 計

9,850 0 9,850 10 2

 ※現年滞納件数は延件数　

個別排水処理事業
施設使用料

96.0

滞　　納　　額　（円） 備　　　　考

現年調定数
（件）

現年滞納数
（件）

1,065 214

 ※現年滞納件数は延件数　

　　　　　　　　平成２９年９月３０日現在

科　目　　区　分
予算現額
（円）

調　　定　　額　（円） 収　　入　　額　（円） 収　入　割　合（％）

計

農業集落排水施設
使用料

92.3

滞　　納　　額　（円） 備　　　　考

現年調定数
（件）

現年滞納数
（件）

5,106 2,424

  ※現年滞納件数は延件数

　　　　　　　　平成２９年９月３０日現在

科　目　　区　分
予算現額
（円）

調　　定　　額　（円） 収　　入　　額　（円） 収　入　割　合（％）

計

下水道使用料 77.9

滞　　納　　額　（円） 備　　　　考

現年調定数
（件）

現年滞納数
（件）

（６）収入状況

　　　　　　　　平成２９年９月３０日現在

科　目　　区　分
予算現額
（円）

調　　定　　額　（円） 収　　入　　額　（円） 収　入　割　合（％）

計



（７）財産の状況

平成29年9月30日 現在　　

　名　　　　　　　　称

公 共 下 水 道 関 係 施 設
　　　　　　　　　（単位:㎡）

　　　　　・福崎浄化センター

　　　　　・田原汚水中継ポンプ場

平成29年9月30日 現在　　

　名　　　　　　　　称

公 共 下 水 道 関 係 施 設

　　　　　　　　　（単位:㎡）

　　　　　・福崎浄化センター

　　　　　・田原汚水中継ポンプ場

平成29年9月30日 現在　　

　名　　　　　　　　称

農業集落排水処理関係施設
　　　　　　　　　（単位:㎡）

　　　　　・板坂地区農業集落排水処理施設

　　　　　・鍛治屋地区農業集落排水処理施設

　　　　　・余田地区農業集落排水処理施設

　　　　　・大貫地区農業集落排水処理施設

　　　　　・田口地区農業集落排水処理施設

　　　　　・八千種地区農業集落排水処理施設

平成29年9月30日 現在　　

　名　　　　　　　　称

農業集落排水処理関係施設
　　　　　　　　　（単位:㎡）

　　　　　・板坂地区農業集落排水処理施設

　　　　　・鍛治屋地区農業集落排水処理施設

　　　　　・余田地区農業集落排水処理施設

　　　　　・大貫地区農業集落排水処理施設

　　　　　・田口地区農業集落排水処理施設

　　　　　・八千種地区農業集落排水処理施設

建　物　面　積

1,016

土  地  面  積

24,810

土  地  面  積

9,558

建　物　面　積

5,398


