
平成30年度伊達市水道事業会計予算 概要 

１ 収益的収支（水道水をご家庭や事業所に送るための収支） 

平成30年度における総収入は16億9,910万5,250円で、人口減少及び水需要減少等により前年度に比べ 

471万830円（0.3％）減少し、総支出は16億3,234万4,411円で、委託費、修繕費等の減少により前年度に 

比べ7,141万2,167円（3.5％）減少しています。結果、当年度純利益は6,676万839円を見込んでいます。 

2 資本的収支（水道管や関連施設を整備するための収支） 

平成30年度における総収入は2億791万6,000円で、事業費減少にともなう補助金等の減少等により前年度

に比べ2億3,182万3,000円（52.7％）減少し、総支出は7億8,782万1,000円で、霊山上小国地区及び梁川

山舟生日面地区給水拡張事業が完了等により前年度に比べ2億1,534万6,000円（21.5％）減少しています。 

これに伴う収支不足額5億7,990万5,000円は過年度分損益勘定留保資金（減価償却費など現金の支出を供

わない費用）などでの補てんを見込んでいます。 

収益的収入16億9,910万5,250円(税抜き） 

水道料金(83.2%) 

14億1,406万6,988円 

その他の収入(10.0%) 

1億6,969万7,262円 

補助金(4.1%) 

6,884万1,000円 

水道利用加入金(2.7%) 

4,650万円 

収益的支出16億3234万4,411円（税抜き） 

減価償却費(37.7%) 

6億1,486万9,000円 

水を買うための費用(36.6%) 

5億9,758万8,000円 

その他の支出(12.2%) 

1億9,904万4,411円 

借入金利息返済(6.9%) 

1億1,325万円 

人件費(6.6%) 

1億759万3,000円 

資本的収入2億791万6,000円(税込） 

企業債(55.6%) 

1億1,555万円 

出資金(26.1%) 

5,431万1,000円 

その他の収入(12.6%) 

2,620万円5,000円 

国県等補助金(5.7%) 

1,185万円 

資本的支出7億8,782万1,000円（税込） 

借入金元金返済(59.1%) 

4億6,553万6,000円 

施設整備費(37.5%) 

2億9,587万4,000円 

人件費(3.0%) 

2,351万1,000円 

その他の支出(0.4%) 

290万円 

資料 2 
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3 主な事業計画 

(1)  月舘町 石綿セメント管更新事業 

平成30年度の施設整備工事費 1億880万円 配水管布設替 940ｍ 給水管接続替 34戸 

(2) 防災緊急用ペットボトル作成事業 委託料 252万円（約20,000本作成） 

(3) 水道料金口座振替推進事業 事務費 10万円（口座振替登録者への賞品） 

(4) 新元号対応システム改修事業 委託料  260万円（料金システム、会計システム） 

(5) 水道週間等啓発事業 事務費 65万円（バッジ ノート ほか） 

(6) 上水道遠隔監視システム更新事業 工事費 6,480万円（災害に強く高セキュリティのシステムへ更新） 
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4 その他 

※伊達市一般会計予算における取組 
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平成30年度水道事業会計当初予算概要説明書 

担当部 上下水道部 

１ 平成30年度当初予算額 

(1) 収益的収入及び支出（税込） （単位：千円） 

区 分 平成29年度 平成30年度 増減 

水道事業収益 1,821,388 1,817,199 △4,189 

水道事業費用 1,799,924 1,736,915 △63,009 

差引額 21,464 80,284 58,820 

一般会計繰入（補助）額 69,843 68,840 △1,003 

(2) 資本的収入及び支出（税込） （単位：千円） 

区 分 平成 29 年度 平成30年度 増減 

資本的収入 439,739 207,916 △231,823 

資本的支出 1,003,167 787,821 △215,346 

差引額 △563,428 △579,905 △16,477 

一般会計繰入(出資・補助)額 101,184 54,311 △46,873 

２ 平成30年度予算の概要及び主な事業（重点事業等） 

(1) 予算の概要 

 収益的収支では、会計基準に基づいて予算を計上した。支出では、平成28年度実績に対し

受水量が減少傾向にあることから受水費を減額計上し、検定期間満了量水器の個数減による

委託費及び修繕費等の減と工事請負費及び減価償却費の減を見込み計上した。収入では、給

水収益が前年実績見込額を基に算出した結果減少が見込まれることから減額計上とした。税

抜きの収支差引で66,760千円の黒字となる見込みである。 

  資本的収支では、霊山上小国地区及び梁川山舟生日面地区給水拡張事業が完了することか

ら拡張工事費が皆減となり支出額は減となるが、収入においても事業費減少にともなう補助

金等の減少により減額計上した結果、579,905千円の赤字となる見込みであるが、消費税資本

的収支調整額及び損益勘定留保資金により補てん可能である。 

●収益的収入及び支出

水道事業収益 1,817,199千円（前年対比 4,189千円減） 

営業収益 1,542,113千円（前年対比 13,369千円減） 

 うち水道料金 1,527,192千円（前年対比 13,656千円減） 

営業外収益 275,083千円（前年対比 9,180千円増） 

 特別利益   3千円（前年対比  増減なし） 

 うち固定資産売却益 1千円（前年対比 増減なし） 

水道事業費用  1,736,915千円（前年対比 63,009千円減） 

営業費用 1,574,161千円（前年対比 60,483千円減） 

 うち受水費  644,246千円（前年対比  2,052千円減） 

  減価償却費  614,870千円（前年対比 46,340千円減） 

 営業外費用    157,751千円（前年対比  2,526千円減） 
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  うち企業債利息  112,250千円（前年対比  9,526千円減） 

 特別損失   3千円（前年対比 増減なし） 

うち固定資産売却損    1千円（前年対比   増減なし） 

過年度損益修正損  1千円（前年対比 増減なし） 

予備費 5,000千円（前年対比  増減なし） 

●資本的収入及び支出

資本的収入  207,916千円（前年対比 231,823千円減） 

 企業債 115,550千円（前年対比  21,150千円減） 

負担金  26,200千円（前年対比  49,700千円減） 

補助金  11,850千円（前年対比 114,100千円減） 

出資金  54,311千円（前年対比  46,873千円減） 

 固定資産売却収入 4千円（前年対比   増減なし） 

 その他資本収入    1千円（前年対比     増減なし） 

資本的支出 787,821千円（前年対比 215,346千円減） 

建設改良費   322,285千円（前年対比 227,077千円減） 

うち拡張事業費   0千円（前年対比 267,822千円減（皆減）） 

 配水施設整備費 319,385千円（前年対比  44,184千円増） 

企業債償還金  465,536千円（前年対比  11,731千円増） 

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額579,905千円は、当年度分消費税資本的

収支調整額19,111千円、過年度分損益勘定留保資金281,951千円、当年度分損益勘定留保資

金278,843千円で補てんするものとする。 

(2) 主な事業 

①月舘地区石綿セメント管更新事業 108,800千円 

②伊達市上水道遠隔監視システム更新事業  64,800千円 

３ 当該会計の課題と解決方針 

(1) 有収水量については、人口減少、節水型家電の普及等により、長期的には減少傾向の継続

が予想される。有収率の低い地域の漏水調査等を実施し、有収水量の維持に努めていく。 

(2) 平成28年度から受水単価改定となったが、今後も企業団及び構成市町との情報交換会等を

通じて、単価の低廉化及び統一を強く要求していく。また、企業団への市職員の派遣を継続

して実施する。 

(3)人件費の抑制と料金徴収率、サービス向上等伊達市にあった業務改善を図っていくため、業

務の民間委託可能性も含めた調査及び検討を継続して進めていく。 

(4) 給水区域の拡張事業については、平成29年度事業完了するため、これをもって一区切りと

する。 

その後、保原地域の石綿セメント管や老朽化する基幹管路の更新については、アセットマ

ネジメント完了後、老朽管更新計画に基づき更新事業を実施する。 

なお、月舘地域の石綿セメント管更新事業については、平成30年度で石綿セメント管更新

率１００％となるため平成30年度で事業完了とする。 

 (5) 水道整備地区にあっては加入促進を図り、未整備地区への取り組みとしては、未普及地区

飲料水確保支援事業（井戸の掘削等補助金）や生活用水供給（宅配）事業により継続的に支
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援していく。 

４ 各事業計画等の進捗状況 

(1) 事業計画等 

① 生活基盤近代化事業（月舘石綿管更新事業）

整備年次 平成23～30年度（８年間） 給水計画人口 4,000人 

全体事業費 967,233千円、 

石綿管布設替 HPPEφ75～150㎜ L=12,797ｍ 

② 伊達市上水道遠隔監視システム更新事業

整備年次 平成30年度 

全体事業費  64,800千円 

内容 現在、上水道施設主要２２施設を監視している遠隔監視システム 

が老朽化しており更新の必要性が高まったため、災害時にも強く、 

セキュリティの高いインターネット環境によるシステムに更新する。 

（クシダ ＩＤＩ-System50 主機能分散型遠隔監視制御システム） 

(2) 進捗状況（見込み） 

①福島再生加速化交付金事業（水道施設整備事業 上小国地区）

平成29年度までの進捗状況 86.0％（見込値） 

◇平成29年度実施状況 

施設整備事業費 186,100千円 

（1）上小国地区水道施設整備事業上小国猫内・追分地内配水管布設工事 

 請 負 者：日栄工業（株） 

工事概要：配水管及び配水支管布設φ30～φ75㎜ L=1,291.32ｍ 

 獺山ポンプ施設 Ｎ＝1.0基 

（2）上小国地区水道施設整備事業上小国三保地内配水管布設工事 

請 負 者：（株）松浦建設 

   工事概要：配水管及び配水支管布設φ40～φ75㎜ L=1,112.51ｍ 

大平ポンプ施設 Ｎ＝1.0基 

②水道施設整備事業（梁川地域拡張事業 山舟生日面地区）

平成29年度までの進捗状況 98.8％（見込値） 

◇平成29年度実施状況 

施設整備事業費 50,500千円 

（1）梁川地域拡張事業 日面地区配水管布設工事 

請負者：（株）東洋住宅設備伊達総合支店 

工事概要：配水管布設φ50㎜ L=420.21ｍ 

舗装復旧 A=4,521㎡ 

③ 生活基盤近代化事業（月舘石綿管更新事業 月舘地区）

  平成29年度までの進捗状況  92.7％（見込値） 

平成30年度の施設整備工事費 108,800千円 

配水管布設替 HPPEφ75～φ150㎜ L=940ｍ 

給水管接続替 N=34戸 
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５ その他特記事項（参考資料） 

(1) 給水戸数（戸） 

平成 27年度実績 平成28年度実績 平成29年度実績見込 平成30年度当初 

20,017 20,200 20,400 20,600 

(2) 有収水量（㎥） 

平成 27年度実績 平成28年度実績 平成29年度実績見込 平成30年度当初 

5,342,308 5,227,858 5,230,535 5,161,308 

(3) 給水収益（水道使用料：円、税込） 

平成 27年度実績 平成28年度実績 平成29年度実績見込 平成30年度当初 

1,563,413,926 1,540,231,156 1,540,848,000 1,527,192,000 

(4) 受水費（円、税込） 

平成 27年度実績 平成28年度実績 平成29年度実績見込 平成30年度当初 

687,246,280 634,986,962 646,298,000 644,246,000 

(5) 当初予算額比較（円） 

平成 29年度当初予算 平成30年度当初予算 増 減 

収益的支出 1,799,924,000 1,736,915,000 △63,009,000 

資本的支出 1,003,167,000 787,821,000 △215,346,000 

合 計 2,803,091,000 2,524,736,000 △278,355,000 

(6) 一般会計補助・繰入額比較（円） 

平成29年度当初予算 平成30年度当初予算 増 減 

水道 

事業 

受水費基本料金分補助 51,677,000 51,677,000 0 

企業債元利償還補助 66,038,000 68,132,000 2,094,000 

企業職員児童手当補助 1,430,000 1,560,000 130,000 

給水車減価償却費補助 1,782,000 1,782,000 0 

拡張事業出資金 50,100,000 0 △50,100,000 

合 計 171,027,000 123,151,000 △47,876,000 

(7) 資本的収入の増減内訳（円） 

平成29年度当初予算 平成30年度当初予算 増 減 

資本的収入 439,739,000 207,916,000 △231,823,000 

企業債 136,700,000 115,550,000 △21,150,000 

内訳）月舘地区石綿セメント管更新事業 企業債 △41,650,000 

配水施設整備費 企業債 20,500,000 

負担金 75,900,000 26,200,000 △49,700,000 

内訳）公共下水道関連配水管布設替 負担金 900,000 
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道路改良関連工事、設計委託 負担金 △42,100,000 

消火栓工事、設計費 負担金 △8,500,000 

補助金 125,950,000 11,850,000 △114,100,000 

内訳）霊山上小国地区給水拡張事業 国庫補助金 △100,200,000 

月舘地区石綿セメント管更新事業 国庫補助金 △13,900,000 

出資金 101,184,000 54,311,000 △46,873,000 

内訳）霊山上小国地区給水拡張事業 出資金 △50,100,000 

統合前簡易水道企業債償還元金に係る一般会計出資金 3,227,000 
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