
 

令和４年度遠野市下水道事業会計予算要領 

 

１ 業務予定量は、次のとおりです。 

区   分 公共下水道事業 
特定環境保全 

公共下水道事業 
農業集落排水事業 

(1) 処理戸数 3,810戸  253戸  242戸  

(2) 年間総処理水量 985,600ｍ３ 87,100ｍ３ 55,900ｍ３ 

(3) 一日平均処理水量 2,700ｍ３ 239ｍ３ 153ｍ３ 

(4) 主な建設改良事業 

管路建設改良事業 

  13,222千円 

 

管路建設改良事業 

   1,518千円 

処理場建設改良事

業  

   3,735千円 

 

管路建設改良事業 

   1,518千円   

処理場建設改良事

業  

 44,032千円  

 

２ 収益的収入及び支出は、収入予定額合計、予備費を除く支出予定額合計ともに 701,8 

42千円を見込んでいます。 

○収益的収入及び支出                       （単位：千円） 

区   分 予定額 
構成比
(％) 

備    考 

収 

益 

的 

収 

入 

第１款 

公共下水道事業収益 
539,816 76.9 

下水道使用料       134,300 

他会計負担金       260,139 

他会計補助金        15,863 

長期前受金戻入      129,052 

その他            462 

第２款 

特定環境保全公共 

下水道事業収益 

86,127 12.3 

下水道使用料       13,400 

他会計負担金        28,138 

他会計補助金        20,349 

長期前受金戻入       24,234 

その他               6 

第３款 

農業集落排水事業 

収益 

75,899 10.8 

農業集落排水施設使用料   7,600 

他会計負担金        26,844 

他会計補助金        18,314 

長期前受金戻入       23,135 

その他               6 

合   計 701,842 100.0  

収 

益 

的 

支 

出 

第１款 

公共下水道事業費用 
539,816 76.8 

管渠費           6,503 

処理場費         132,889 

業務費           6,295 

総係費          38,587 

減価償却費        295,074 

支払利息         57,737 

消費税及び地方消費税    2,500 

その他            231 

第２款 

特定環境保全公共 

下水道事業費用 

86,127 12.3 

管渠費           3,499 

処理場費          28,595 

業務費             443 

減価償却費         46,727 

支払利息          5,632 

消費税及び地方消費税    1,000 

その他            231 



 

第３款 

農業集落排水事業 

費用 

75,899 10.8 

管渠費           2,292 

処理場費          19,907 

業務費             403 

減価償却費         43,948 

資産減耗費         2,200 

支払利息          6,018 

消費税及び地方消費税    1,000 

その他            131 

第４款 

予 備 費 
1,000 0.1 

 

合   計 702,842 100.0  

                  （構成比は、小数点第２位を四捨五入） 

３ 資本的収入及び支出は、収入予定額合計 318,856千円に対し、支出予定額合計 525,2 

22千円と見込んでおり、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 206,366千円

は、過年度分損益勘定留保資金 135,611千円、当年度分損益勘定留保資金64,862千円、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,893千円で補てんしようとするもの

です。 

○資本的収入及び支出                       （単位：千円） 

区   分 予定額 
構成比

(％) 
備    考 

資 

本 

的 

収 

入 

第１款 

公共下水道事業資本

的収入 

222,207 69.7 

受益者負担金及び分担金   1,236 

企業債           10,100 

他会計出資金        210,868 

その他              3 

第２款 

特定環境保全公共 

下水道事業資本的 

収入 

31,850 10.0 

受益者負担金及び分担金      40 

国庫補助金         1,865 

企業債           1,300 

他会計出資金         28,643 

その他              2 

第３款 

農業集落排水事業 

資本的収入 

64,799 20.3 

国庫補助金          22,001 

企業債            15,800 

他会計出資金         26,956 

その他             42 

合   計 318,856 100.0 
 

資 

本 

的 

支 

出 

第１款 

公共下水道事業資本

的支出 

381,753 72.7 

管路建設改良費        13,222 

処理場建設改良費       660 

総係費             145 

企業債償還金        367,726 

第２款 

特定環境保全公共 

下水道事業資本的 

支出 

52,992 10.1 

管路建設改良費        1,518 

処理場建設改良費      3,735 

企業債償還金         47,739 

第３款 

農業集落排水事業 

資本的支出 

90,477 17.2 

管路建設改良費        1,518 

処理場建設改良費     44,032 

企業債償還金         44,927 

合   計 525,222 100.0  

                  （構成比は、小数点第２位を四捨五入） 



 

４ 債務負担行為は、次のとおりと定めます。 

事      項 期  間 限 度 額 

排水設備工事資金の融資に伴う損失補償 
（令和４年度分） 

借入の年度から 
返済の年度まで 損失を生じた場合の損失額 

排水設備工事資金の融資に伴う利子補給 
（令和４年度融資分） 

借入の年度から 
返済の年度まで 予算で定める額 

５ 企業債は、次のとおりと定めます。 

起債の目的 限度額（千円） 利   率 

下水道事業 27,200 

4.5％以内（ただし、利率見直し方式で

借り入れる場合について、利率の見直しを

行った後においては、当該見直し後の利

率） 

６ 一時借入金の限度額は、 100,000千円と定めます。 

７ 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用と営業外費用

の相互間と定めます。 

８ 議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費36,327千円と定

めます。 

９ 下水道事業の運営のため一般会計から受ける補助金は、54,529千円と見込んでいます。 

 

 

 


