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Ⅰ水道料金設定の基本規定

1　水道法（昭和32年法律第177号）

第1条　この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水

道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによって、清浄にして豊富

低匿な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与すること
を目的とする。

第14条　水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件に
ついて、供給規程を定めなければならない。

2　前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一　料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものである

こと。

二　料金が、定率又は定額をもって明確に定められていること

（以下、省略）

2　地方公営企業法（昭和27年法律第292号）

第21条　地方公共団体は、地方公営企業の給付については料金を徴収することがで

きる。

2　前項の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下にお

ける邁重な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営旦座像することが王皇皇も
のでなければならない。

参考資料

1　水道料金算定要領（平成27年2月改訂　公益社団法人日本水道協会）

2　水道料金改定業務の手引き（平成29年3月　公益社団法人日本水道協会）
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米沢市水道給水条例（抜粋）

昭和49年3月29日

条例第9号
（この条例の目的）

第1条　この条例は、水道法（昭和32年法律第177号。以下「法」という。）第14条

第1項の規定に基づき、本市水道事業及び簡易水道事業（以下「水道事業等」とい

う。）の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担区分その他の供給条件並

びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

（料金の納付義務者）

第24条　水道料金（以下「料金」という。）は、水道の使用者から徴収する。

（料金）

第25条　料金（区域外を含む。）は、別表第1に定める基本料金及び従量料金の合計

額とする。ただし、臨時用、公営プール用及び消火栓については、基本料金を徴収

しないものとする。

2　前項の場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

る。

（料金の算定）

第26条　料金は、定例日にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定す

る。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は定例日以外の日に検針を行う

ことができる。

2　給水装置を使用しない場合であっても中止又は廃止の届出がないときは、その基

本料金を徴収する。

（使用水量の認定）

第28条　市長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

（1）メーターに異常があったとき。

（2）漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。

（3）積雪その他の理由により検針が不能のとき。

2　前項第3号の規定により使用水量の認定を行ったときは、認定する理由が消滅し

たときに検針のうえ速やかに認定期間の料金を精算する。

（料金算定の特例）

第29条　月の中途において使用を開始、中止若しくは廃止した場合、定例日を変更し

た場合又は第39条の規定により給水の停止を受けた場合の基本料金は、次の各号に

定めるところによる。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、

これを切り一捨てる。

（1）使用日数が15日以下の場合は、1箇月分の基本料金の額に2分の1を乗じて得

た額とする。

（2）使用目数が16日以上の場合は、1箇月分の基本料金の額とするっ

2　月の中途において、その口径に変更があった場合は、その使用目数の多い口径の

基本料金を適用する。ただし、使用日数が同数のときは、市長が定める。
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（料金の納期及び徴収の方法）

第32条　料金√／）納期は、検針を行った月の翌月末日とする

2　市長は、特別の理由があると認めたときは、前項の納期を変更することができる。

3　料金は、集金、納付又は口座振替の方法により毎月徴収する。

（手数料）

（料金の督促）

第34条　市長は、料金を滞納した者に対しては、納期限後20日以内に督促状を発しな

ければならない。

2　前項の督促状に指定すべき納期限は、督促状を発する日から15日以内とする。

3　督促状を発した場合は、1通につき100円の手数料を徴収する。

（延滞金）

第35条　市長は、使用者が第32条第1項に規定する納期限までに料金を納付しない場

合には、当該料金に延滞金を加算して徴収する。

2　延滞金の額は、市税の例により算定する。

（料金、手数料等の減免）

第36条　市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって

納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額又は免除することができ

る。

（給水の停止）

第39条　市長は、次の各号の一に該当するときは水道の使用者に対し、その理由の継

続する間給水を停止することができる。

（1）水道の使用者が第9条の工事費、第17条第2項の修繕費、第19条第3項のメ
ーターの移転費用、第20条第3項の弁償金、第25条の料金、第33条及び第34条第

3項の手数料又は第35条の延滞金を納入しないとき。

（2）水道の使用者が正当の理由がなく第26条第1項のメーターの検針又は第37条

第1項の検査を拒み、若しくは妨げたとき。

（3）給水装置を汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合において

警告を発してもこれを改めないとき。

（4）正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

（5）みだりに消火栓、止水栓及び制水弁を操作したとき。



別表第1（第25条関係）

米沢市上水道・簡易水道料金表

1　基本料金

口径 �1箇月につき 

上水道 �簡易水道 

白布高湯 �板谷 

13ミリメート／レ �864円 �1，090．8円 �475．2円 

20ミリメートル �1，296円 �1，393．2円 �712．8円 

25ミリメート／レ �3，110．4円 �も298．4円 �1，954．8円 

30ミリメートル �4，428円 �5，832円 �2，797．2円 

40ミリメートル �9，547．2円 �13，586．4円 �6，210円 

50ミリメートル �13，975．2円 �19，494円 �8，888．4円 

75ミリメートル �34，948．8円 �48，686．4円 �22，183．2円 

100ミリメート／レ �59，572．8円 �83，030．4円 � 

125ミリメートル �92，793．6円 � � 

150ミリメートル �130，939．2円 � � 

2　従量料金

（1）一般用

口径 �水量区分 �1立方メートルにつき 

上水道 �簡易水道 

白布高湯 �板谷 

13ミリメート ル以上20ミリ メートルまで �吏用水量1立方メート ル以上11立方メート ル未満 �108円 �81円 �37．8円 

吏用水量11立方メー トル以上21立方メー トル未満 �150＿12円 �124．2円 �43．2円 

用水量21立方メー トル以上 �223．56円 �210．6円 �70．2円 

25ミリメート ル以上 �吏用水量1立方メート ル以上11立方メート レ未満 �150．12円 �91．8円 �43．2円 

吏用水量11立方メー トル以上21立方メー ト／レ未満 �191．16円 �135円 �59．4円 

用水量21立方メー トル以上 �223．56円 �210．6円 �75．6円 
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（2）公衆浴場等

種別 �区分 �上水道 �簡易水道 

白布高湯 �板谷 

公衆浴場用 �使用水量1立方メート ルにつき �87＿48円 � � 

臨時用 公営プ一一′レ用 ��227．88円 �410．4円 �81円 

消火栓（演習用） �1栓につき10分間ご とに �2，700円 �2，700円 �540円 



Ⅱ　水道料金設定の概念

1　一般概念図

1． � 

水道水を作って、販売 するために必要な全て の費用を算定します。 �　　　総費用 （水道水を作って販売するためにかかる費用）． �� 

2． � 

1で算定した費用か �控 
ら、料金収入以外の収 入を充てることができ �馴　　　控除後総費用 

る金額を控除します。 �入、、′ 

控除収入は、他会計からの負担金や手数料、預金利息などをいいま 

3． � 

控除後の総費用に、水 道事業の安定経営維持 ・のために必要な資産純一 持薫を加えます。 �控除後総費用 �二回 

4． � 

3で算定した費用が、 料金収入として回収す �総括原価 ���引き上げ が必要な …部分 

るべき額（総括原価） となります。 ケース1 料金の引き上げが必要 となる場合 ‾ケース2 料金の引き下げが可能 となる場合、 �（水道料金収入として回収するべき額） 

水道料金収入の総額 �総括原価 より不足 する額 

総括原価より水道料金収入の総額が少なければ、 

経営に支障をきたすおそれがあるため、料金の 

引き上げが必要となります。 

総括原価 
′水道料金収入の総額 ���より多い 

額 

総括原価より水道料金収入の総額が多いときは、引き下げ 剰余金が必要以上に生じることになるので、料　が可能な 金の引き下げが可能となります。　部分 
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米沢市水道料金算定要領（案）

（総則）

第1条　水道料金の算定にあたっては、水道使用者の公平な利益と水道事業の健全

な発展を図り、もって地域住民の福祉の増進に寄与するよう配慮されなければな

らない。

（総括原価）

第2条　水道料金は、過去の実績及び社会経済情勢の推移に基づく合理的な水需要
予測と、これに対応する将来の施設計画を前提とし、誠実かつ能率的な経営の下

における適正な営業費用に、水道事業の健全な運営を確保するために必要とされ

る資本費用を加えて算定しなければならない。

（料金算定期間）

第3条　料金算定期間は、平成31（2019）年度から平成：i5（2023）年

度までの5年間とする。

（営業費用）

第4条　営業費用は、人件費、材料費、動力費、修繕費、受水費、減価償却費、資
産減耗費、その他維持管理費の合計額から控除項目の額を控除した額とする。

（1）人件費

人件費は、給料、手当、賃金、報酬、法定福利費及び退職給付費等の合計額

とし、過去の実績、職員計画及び給与水準の変動等を考慮して適正に算定した

額とする。
（2）薬品費

薬品費は、水需要予測及び各水源別水質の実態等を考慮して適正に算定した

額とする。
（3）動力費

動力費は、水需要予測に基づく水道施設の稼動計画に準拠して適正に算定し
た額とする。

（4）修繕費

修繕費は、水道施設の適正な維持を基本とし、過去の実績、事業の特性及び

施設の実態等を考慮して適正に算定した額とする。

（5）受水費

受水費は、受水計画に基づき適正に算定した額とする。

（6）減価償却費

減価償却費は、料金算定期間中の水道事業償却対象資産の帳簿原価に対し、
原則として定額法により算定した額とする。

（7）資産減耗費

資産減耗費は、過去の実績及び水道施設の実態等を考慮して適正に算定した

額とする。
（8）その他維持管理費

通信運搬費、委託料及び手数料等、その他維持管理費は、過去の実績及び新

水道事業ビジョンの財政収支見通し等を勘案して適正に算定した額とする。



（9）控除項目

控除項目は、給水収益以外の諸手数料その他事業運営に伴う収益とし、過去
の実績及び新水道事業ビジョンの財政収支見通し等を考慮して適正に算定する。

（資本費用）

第5条　資本費用は、支払利息及び資産維持費の合計額とする。

（1）支払利息

支払利息は、企業債及び一時借入金の利息の合計で、料金算定期間中の所要

額として適正に算定した額とする。
（2）資産維持費

資産維持費は、事業の施設実体の維持のために、施設の建設、改良、更新及
び企業債の償還等に充当されるべき額であり、資本費用に含める額は次により

算定された額以内とする。
資産維持費＝対象資産×資産維持率

（イ）対象資産は、償却資産額の料金算定期間の期首及び期末の平均残高とする。

（ロ）資産維持率は、今後の施設の改良、更新を円滑に推進し、安全な水の安定

供給を確保できる水準とし、施設の更新状況等を勘案して決定するものとす

る。

（料金体系）

第6条　料金体系は、個別原価主義に基づき口径別二部料金制とする。

（1）個別原価主義

水道料金は、各使用者群に対して総括原価を各群の個別費用に基づいて配賦
し、基本料金と従量料金の二部料金として設定するものとする。

各使用者群は、給水管の口径により分類する。

（2）基本料金

基本料金は、原則として固定的原価を基礎として算定するものとする。
（3）従量料金

従量料金は、区画別逓増型従量料金体系として構成する。
ただし、臨時用等については、単一制従量料金体系とする。

（経過措置）

第7条　本算定方式の実施にあたっては、急激な変動を緩和するため適当な経過措

置を講ずることができる。



Ⅳ　固定費と変動費の区分とその配分方法

料金算定では、総括原価を固定費と変動費に区分し、基本（準備）料金と従量（水量）
料金に配分します。

1　匡】定葦とは

営業費用及び資本費用の大部分であって、人件費や施設維持管理費、減価償却費など
「水道の使用量とは関係なく、水道施設を適正に維持していくために固定的に必要」と

される費用です。

2　変動費とは
薬品費、動力費及び受水費並びに固定費に属さないその他の費用であって、「水道の

実使用（給水量の増減）に伴い発生」する費用です。

3　基本料金と従量料金への配分
固定費は全額基本料金、変動費は全額従量料金に配分するのが本来あるべき姿ですが
「低廉な水の供給」という料金設定の基本原則からみて、基本料金が著しく高額となる

ことから、固定費を基本料金と従量料金に配分する必要があります。
なお、変動費は、全額従量料金に配分します。

4　固定費の配分

固定費を配分する基準として、次の4つの方法があります。

（D最大配水量と平均配水量の差の比率を乗じて得た額を基本料金とするもの
一日最大配水量に対する一日平均配水量の割合を「負荷率」といい、この値が大きい

ほど配水量の変動が小さく、施設効率が高いことを意味します。
この負荷率を乗じた費用を従量料金に配分し、残りを基本料金に配分する方法です。

②浄水施設能力と平均配水量の差の比率を乗じて得た額を基本料金とするもの
浄水施設能力に対する一日平均配水量の割合を「施設利用率」といい、施設がどれだ

け効率的に利用されているかを表しています。
この施設利用率を乗じた費用を従量料金に配分し、残りを基本料金に配分する方法で

す。

③浄水施設能力と最大配水量の差の比率を乗じて得た額を基本料金とするもの
浄水施設能力に対する一目最大配水量の割合を「最大稼働率」といい、この値が大き

い方が施設が適切に利用されているといえますが、あまり100％に近いと施設に余裕
がないことになります。

この最大稼働率を乗じた費用を従量料金に配分し、残りを基本料金に配分する方法で
す。

④水需要の時間的変動に対応する原価要素を一部加えて得た額を基本料金とするもの
給配水部門施設の規模は、需要の時間変動を加味して決定されているため、①の算式

により算出される額に、水需要の時間的変動に対応する原価要素を一部加えた額を基本
料金に配分する方法です。

算定は、給配水部門の固定費を基本料金に配分し、残りを従量料金に配分します。

5　本市の状況

現行料金は、②の「施設利用率」を基準とした割合を採用しています。



6　固定費の配分基準（図解）

㊥最大配水量と平均配水量の差の比率を乗じて得た額を基本料金とするもの
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③浄水施設能力と最大配水量の差の比率を乗じて得た額を基本料金とするもの
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Ⅴ　総括原価等

1　総括原価項目別算定根拠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円、税抜）

項巨 ���H25 �H26 �H27 �H28 ��H29見込 ��4年平均 ��H29予算 �H30予算・ �H31 �H82 ��H33 �Haや �H85 ��計 ��算定根拠 

官業費用 ���1，525．867 �1．561．071 �1．564．177 �1．523．353 ��1．584．589 ��1．553，298 ��1．681．962 �1．684，863 �1．542．146 �1．546．780 ��1．586．843 �1．856．770 �1．660．295 ��8，192．834 �� 

職員給与垂 ���221．111 �213．997 �194．042 �18 �．487 �20 �738 �197 �818 �248．419 �213．854 �203，231 �20 �．231 �203．231 �203，231 �20 �．231 �1．018 �155 �23名 

∴屠如摘鵬髄針ふ※ ���三、‡く熔融曳■ � � � �註8き �六三三；・2く �頻虔 � �如き �；ここ：盛衰ぬ �寮隠噸 � � �9練 �告執如 � � �ipPq � �頗0 � 

薬品萱 ���2．921 �3，626 �3，263 � �411 �553 �� �463 �918 �918 �1，000 � �．000 �11000 �1，000 � �．000 � �000 � 

動力芦 ���20．444 �22．917 �21．566 �19 �125 �22．836 ��2 �．561 �24．368 �25．887 �22，000 �2 �000 �22．000 �22，000 �2 �000 �11 �．00（〕 � 

修繕費 ���39．711 �11．051 �40月9d �4 �．217 �4 �886 �3 �．761 �87．511 �75．704 �42．000 �42 �000 �42．000 �42，000 �4 �000 �21 �000 � 

減価償却費 ���379．269 �438．414 �437．136 �43 �．790 �44 �．977 �43 �．579 �445．028 �438．953 �443．136 �44 �，723 �458，941 �480，378 �485 �895 �2．317 �871 � 

受託工事費 ��� � � � �� �� �� � � � �� � � ��0 �� 

受水費 ���541．541 �542．403 �542．593 �541，111 ��544，144 ��542．563 ��546．853 �493．017 �483．109 �481，158 ��480．326 �479．428 �503．454 ��2．427．473 �� 

その他 ���320．870 �328．663 �325．487 �303，212 ��304，855 ��315，554 ��348．865 �436．530 �347．870 �347．670 ��379．345 �628．735 �402β15 ��2．106．335 �� 

その 他の 内訳 �報酬 ��1．648 �1．795 �1．795 �0 ��0 ��898 ��0 �178 �0 �0 ��0 �0 �250 ��250 �� 

1．030 �780 �1，280 �1．320 ��1．906 ��1，322 ��1．500 �2，280 �1．320 �1．320 ��1．．320 �1．320 �1，320 ��6．800 �� 

賃金 ��1．571 �1．573 �3．946 �4．228 ��4．986 ��3，683 ��6．853 �8．881 �4，300 �4．300 ��4．300 �4．300 �4，300 ��2 �．500 � 

502 �511 �831 �693 ��759 ��699 ��1．046 �1，083 �700 �700 ��700 �700 �700 �� �．500 � 

報償費 ��112 �211 �173 �327 ��■85 ��194 ��332 �155 �250 �250 ��250 �250 �250 �� �．250 � 

公課費 ��135 �184 �131 �150 ��161 ��152 ��159 �180 �150 �150 ��150 �150 �150 ��750 �� 

旅餞 ��857 �1．082 �1，104 �847 ��605 ��910 ��1，579 �1，514 �1，000 �1．000 ��1．000 �1．000 �1．000 ��5．000 �� � 

食糧費 ��54 �89 �61 �57 ��76 ��71 ��99 �114 �70 �70 ��65 �65 �65 ��335 �� � 

交際費 ��0 �0 �0 �0 ��0 ��0 ��46 �46 �0 �0 ��70 �70 �70 ��210 �� � 

備i、 �耗晶糞 �3．560 �乱444 �3．317 �3．465 ��2，879 ��3．226 ��4．941 �4．710 �4．000 �4，000 ��4．000 �4，000 �4．000 ��20，000 �� � 

燃 �費 �1．087 �1．柑5 �694 �542 ��525 ��TJT ��663 �749 �700 �700 ��700 �700 �700 ��3．500 �� � 

印用 �製本賓■ �2．555 �1．648 �1．683 �1，949 ��2．165 ��1．856 ��3．415 �5．008 �2．300 �2．300 ��．3．800 �2．300 �2．300 ��1 �000 � 

通 �運搬費 �12．844 �12．749 �10，189 �凱327 ��10 �382 �10，662 ��14．50D �12．572 �12．000 �12 �000 �12．000 �12．000 �12 �000 �8 �000 � 

光 �水費 �871 �869 �798 �850 ��1 �94 �928 ��1．028 �1，202 �1．020 �1 �020 �1．020 �1．020 �1 �020 �5 �00 � 

材、 �鼓 �4，778 �4，933 �3．998 �2．649 ��3 �00 �8．670 ��4，293 �4．293 �4．200 � �200 �4．200 �4．200 �4 �200 �21 �000 � 

広告料 ��20 �19 �20 �19 ��19 ��19 ��20 �25 �20 �20 ��20 �20 �20 ��100 �� 

被服費 ��188 �158 �214 �109 ��259 ��185 ��345 �■　345 �200 �200 ��200 �200 �200 ��・1．000 �� 

手数料 ��6．482 �8．477 �6．833 �7．258 ��6．881 ��6．882 ��7，139 �7，182 �7．220 �7．220 ��7，220 �7，220 �7．220 ��38 �00 � 

賃借料 ��7，326 �7．913 �7．034 �7 �508 �5 �95 �7 �13 �8．160 �8．192 �7．600 �7．600 ��7．600 �7．600 �7 �600 �38 �000 � 

委託料 ��240，455 �245．710 �245．146 �246 �082 �244 �549 �245 �372 �268，343 �35（）．322 �276，50（】 �276．500 ��306，610 �278．500 �330 �300 �1，466 �410 � 

厚生費 ��103 �101 �101 �94 ��94 ��98 ��135 �■145 �720 �120 ��120 �120 �120 ��800 �� � 

負担金 ��1．124 �1，210 �1．319 �1．183 ��1，084 ��1．199 ��1．543 �1．577 �1．200 �1，200 ��1．200 �1．2‾00 �1．200 ��6，000 �� � 

保険料 ��908 �865 �878 �820■ ��874 ��859 ��918 �907 �900 �900 ��900 �．900 �900 ��4 �500 � � 

路面復旧糞 ��4．184 �5．081 �4．589 �3．006 ��3．484 ��4．035 ��4．641 �5．156 �4．400 �4，400 ��4．400 �4，400 �4．400 ��22 �000 � � 

補償費 ��247 �389 �．0 �0 ��0 ��92 ��0 �0 �0 �0 ��0 �0 �0 ��0 �� 

貸倒引当金繰入額 ��0 �凱306 �18．838 �2．125 ��0 ��7．567 ��466 �2．000 �1．000 �1．000 ��1．000 �1．000 �1．000 ��5，000 �� 

資産減耗費 ��18．267 �17．565 �9．018 �5，999 ��12，380 ��11．241 ��12．438 �16．251 �13．000 �13 �000 �13．000 �294．000 �13．000 ��348．000 ��H34館山除却 

その他営業費用 ��977 �1．456 �174 �722 ��82 ��609 ��1，363 �1，363 �1．000 �1 �000 �1．000 �1．000 �1．000 ��5．000 �� 

繰延勘定償却 ��2，337 �577 �0 �0 ��0 ��144 ��0 �0 �0 �0 ��0 �0 �0 ��0 �� 

その他営業外費用 ��8．650 �823 �1．363 �1．883 ��551 ��1．155 ��3，100 �2，100 �2．500 �2．500 ��2．500 �2．500 �3．630 ��13．630 �� 

資本費用　■ ��� � � � �� �� �� � � � �� � � ��0 �� 

支払羊 ��息 �36337 �33966 �31589 �29321 ��27125 ��30500 ��27．938 �25．830 �22．865 �20，666 ��18】420 �18．128 �14．733 ��92．810 �� 

0 �� 

費用合計 ���1，562．204 �1．595．037 �1．595．766 �1．552．674 ��1．591．714 ��1．583．798 ��1．709．900 �1．710．693 �1．585．D11 �1．567．446 ��1．605．263 �1．872．896 �1．675．028 ��8．285，644 �� 



項目 �決算統計 �H25 �H26 �H27 �H28 ��H29決算 �4年平均 �H29予算 �H30予算 �H31 �H32 �H33 �H34 �H35 �計 �算定根拠 

受託工事収益 �20－01－11 �0 �0 �0 �0 ��0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 � 

その他の官業収益 � �89．884 �82．989 �84，518 �87．903 ��73．755 �82．291 �84．554 �104．376 �71．640 �71．640 �71．640 �71．640 �791338 �365．898 � 

20－0卜13 �27．703 �16．389 �16．118 �15．070 ��15．984 �15．890 �16．052 �15．476 �15．000 �75．000 �15．000 �15．000 �15．000 �751000 � 

40－01－08 �9．604 � � � �� � � � �0 �0 �0 �0 �0 �0 � 

40－01－06 �11．924 �11．922 �11．107 �1帰一72 ��10．882 �11．046 �11．052 �10．478 �10．00D �10．000 �10．000 �10．080 �＝）．000 �50．000 � 

40－0ト04 �4．170 �3．467 �3．225 �3．298 ��4．602 �3．648 �4．000 �4．000 �4，000 �4．000 �4．000 �4．000 �4．000 �20．000 � 

40－01－08 � � �786 � �� �786 �0 � � � � � � �0 � 

40－01－08 �2．005 �7．000 �1．000 �1，000 ��1．000 �1，000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．00D �1．000 �5．ODO � 

20－01－14 �62．181 �66．600 �68．400 �72，833 ��57．77† �68．401 �4：ほ �435 �435 �435 �伯5 �435 �435 �2．175 � 

手数料 �20－01－14 � � � �を �� � �8．748 �7．614 �7．427 �7．427 �7．427 �7．427 �7．427 �37．135 � 

下水道受託収益 �20－01－14 � � � � �� � �59．319 �80．851 �48．663 �48．663 �48．663 �48．663 �56．361 �2511013 � 

雑収益 �20－01－14 � � � � �� � �0 �0 �1†5 �115 �日5 �115 �115 �575 � 

営業外収益 � �10．778 �129．069 �124．808 �12 �01 �126．798 �128．768 �121，589 �121．587 �1日．315 �‖7．315 �‖7．815 �117．815 �＝7，315 �586．575 � 

20－01－20 �836 �696 �1．252 � �292 �1．906 �1．287 �1，286 �1．812 �1．238 �1．236 �1．238 �1．236 �1．236 �6．180 � 

40－01－42 �836 �69fi �1．252 � �292 �1．906 �1．287 �1．236 �1，812 �1．236 �1．236 �1．236 �1．236 �1．236 �6．180 � 

長期前受金戻入 �20【01－22 � �114．223 �114．281 �113． �86 �116．402 �114．593 �116．027 �115，385 �111，950 �111．950 �1日．950 �Hl1950 �‖1．950 �559．750 � 

受贈財産評価餌 � � �17．863 �18．169 �19． �90 �19．159 �18．595 �相．432 �18．381 �18．300 �18．300 �18，500 �18，300 �18．300 �91．500 � 

加入金 � � �36．734 �39，664 �略 �17 �39．380 �38，038 �39．005 �40．238 �38．000 �38．000 �38．000 �38．000 �38．000 �柑0．000 � 

補助金 � � �28．972 �21．555 �2 �981 �22，430 �22．485 �22．883 �2乙926 �22．550 �22，550 �22．550 �22．550 �22．550 �112，750 � 

負担金 � � �7，26D �7．331 � �72 �7，289 �7．413 �7．101 �5．004 �5．000 �鼠000 �5．000 �5．000 �5．000 �25，000 � 

補償金 � � �28，394 �27．542 �2 �26 �2玖794 �28．064 �28．796 �28．841 �28．100 �28．100 �28．100 �28．100 �28．100 �148．500 � 

その他 � �9．942 �14，150 �8．798 �12． �23 �8．488 �10．889 �4．326 �4．390 �4．129 �4．129 �4．129 �4．129 �4．129 �20．645 � 

利息 �20－01－16 �2．455 �2．277 �2．484 �2． �3 �2．066 �2．268 �1．741 �1．861 �1．600 �1．600 �1．6〔IO �1．600 �1．600 �8．000 � 

その他雑収益 �20－01－24 �7．487 �11．873 �6．309 � �0 �6．422 �8．621 �2．585 �2．529 �2．529 �2．529 �2．529 �2．529 �2，529 �121645 � 

特別利益 �20－0ト哺 �0 �0 �0 �0 ��0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 � 

100．662 �212．058 �2D8，824 �2日．804 ��200，551 �柑7．380 �206．†43 �225．963 �柑8955 �788．955 �188．955 �1881955 �196．653 �952．473 � 

材料売却収益他 手数料 下水道受託収益 �2D－01－14 20－0ト14 20－0ト14 �216 9．015 52．383 �1．351 7．427 56．935 �4 8．島40 59．441 �652 7．684 64．340 �652 7．739 49．055 �575 8．137 56．431 



3　水道事業施設整備計画（米沢市まちつくり総合計画　第2朋実施計画に基つく）

耐用 年数 �区　　　　　分 � � �第2期計画 ��� 

H29 �H30 �H31 �H32 �H33 �H34 �H35 �H36 �H37 �H38 �H39 �H40 

龍山配水区受水施恕整備事業 �蒜墨習 �5．400 �44．400 �116．600 �200．000 �419．600 �449．400 � � � � � � 
r　企業債 � � � � � � � � � � � � 

一般財源 �5．400 �44，400 �116，600 �200．000 �419．600 �449，400 � � � � � � 

38 �老朽管更新卒業 �事業費 �215．152 �208．000 �209．000 �209．000 � � � � � � � � 国庫補助 �22．200 �80．000 �30．000 � � � � � � � � � 

企業債 � � � � � � � � � � � � 

一般財源 �192．952 �178．000 �179．000 �209．000 � � � � � � � � 

38 � �事業費 �78．856 �136．000 �135．000 �135．000 �344，000 �344．000 �344．000 �844．000 �344．000 �444．000 �344．000 �344．000 国庫補助 � � � � � � � � � � � � 

企業債 � � � � � � � � � � � � 

一般財源 �76．856 �136．000 �135．000 �135．000 �344，000 �344．000 �344．000 �344．000 �344．000 �444．000 �344．000 �344．000 

38 � �事業費 �45，568 �60．0（）0 �60．000 �60．000 �80．000 �60．000 �60．000 �60．000 �60．000 �60．000 �60，000 �128，800 而負担金 � �1，000 �1．000 �1，000 �1．000 �1，000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 

加入金 �43．769 �41，580 �89．501 �37、525 �35．648 �33．865 �32．171 �30．582 �29．033 �27．581 �26．201 �24．890 

一般財源 �1．799 �17．420 �19．499 �21，475 �23．352 �25．135 �26，829 �28．438 �29．967 �31．419 �32．799 �94．110 

38 � �事業費 �12．706 �9．580 �30．000 �30．000 �30．000 �30．008 �30．000 �30．0（】0 �30．080 �30．000 �30．000 �30．000 補償金 �11．772 �9．000 �15，000 �15．000 �15，000 �15．000 �15．000 �15，000 �15．000 �15．000 �151000 �15，080 

一般財源 �934 �560 �15，800 �15．000 �15．000 �15．000 �15．000 �15．000 �15．000 �15．000 �15，000 �15．000 

く膜処理） �事業費 � � � � � �20．000 �30．000 �200．000 �280．000 � � � 

企業債 � � � � � � � � � � � � 

一般財源 � � � � � �20．000 �30．000 �200．000 �280．000 � � � 

10 �（簡水含む） �事業費 �2．484 �38．000 �38，000 �49．000 �154．000 �65．500 �47．500 �46．500 �46．500 �61．000 �38．000 �38，000 企業債 � � � � � � � � � � � � 

一般財源 �2，484 �38．000 �38．000 �49．000 �154，000 �65．500 �47．500 �46，500 �46，500 �81．000 �38，000 �38．000 

5 �営業設備 �事業費 �1．478 �25，000 �5．000 �5．000 �5，000 �5．000 �25．000 �5．000 �5，000 �5．000 �5，000 �25．080 企羞債 � � � � � � � � � � � � 

一般財源 �1，478 �25．000 �5．0【）0 �5．000 �5，000 �5，000 �25．000 �5．000 �5．000 �5．000 �5．000 �25．000 

4条消費税　　　26．640　　38．590　　49．013　　62．545　　92．055　　88．536　　48．773　　62．318　　69．591　　54，545　　43．364　　50．636

税込 �事業費 国庫補助 �359．644 22．200 �520．960 30．000 �593．600 30．000 �688．000 �1．012，600 �1　973．900 �】　536．500 �685．500 �765．500 �600．000 �477．000 

補償金 �11．772 �9．0（】0 �15，000 �15．000 �15、000 �15，000 �15，000 �15．000 �15．000 �15．000 �15．000 

市負担金 � �1．000 �1．000 �1、000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1，000 

加入金 �43．769 �41．580 �39．501 �87．525 �35．648 �33．885 �32．171 �30．562 �29．033 �27．581 �26．201 

一般財源 �281．903 �439．380 �508．099 �634．475 �－■　960．952 �924．035 �488．329 �638．938 �720．467 �556．419 �434．799 

上空諾 
24，890 

4条収入消費税　　　3242　　　3080　　　3261　　3411　　3240　　　3078　　　2924　　　2778　　　2639　　　2507　　　2381　　2262

消費税収支調整額　　23．398　　35，510　　45．752　　59．134　　肱815　　85．458　　45，849　　59540　　66月52　　52038　　40983　　48．374



4　配水量の見込

【全体】　　　実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見込み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※うるう年　　単位‥ポ 

H25 �H26 �H27・ � �H28 �H29 �平均 �H31※ �H32 �H33 �H34 �H35※ �計 �平均 

総配水量 �9，934．378 �9．992．900 �9，746 �947 �9．712．301 �10．191．351 �9．915．575 �9．640．191 �9．617，118 �9．594．101 �9．571．140 �9．548．235 �47．970．785 �9．594．157 

有収水量 �8．631．777 �8，570，779 �8．493 �．668 �8．425．804 �8－423．187 �8．50臥043 �8．357，032 �8．341，638 �8．326．270 �8．310．928 �8．295．612 �41．631，480 �r8，326．296 

算定用有収水量 �8．553．217 �8，492，219 �8．415 �108 �8．347．244 �8，344．627 �8．430．483 �8，278，472 �8．263．078 �8．247．710 �8．232．368 �8，217．052 �41．238．680 �8．247．736 

有収率 �86．89 �85．77 �87．14 ��86．75 �82．65 �85．8■4 �86．69 �86．74 �86．79 �86．83 �86．88 � �86．79 

1日最大配水量　a �32，155 �33．757 �29．314 ��28．263 �33．600 �31．418 �30．386 �30，394 �30．326 �30．251 �29．910 � �30．253 

1日平均配水量b �27．217 �27，378 �26 �831 �26．609 �27．922 �27．151 �26．339 �26，348 �26．285 �26．222 �26，160 � �26，271 

1日平均有収水量 �23．649 �23．482 �23 �207 �23．084 �23．077 �23．300 �22．833 �22，854 �22．812 �22．770 �22．728 � �22，791 

浄水施設能力C �38．536 �38，536 �38 �536 �38．576 �38．576 �38．552 �38，576 �38．576 �38．578 �38．576 �38，576 � �・38，576 

施設利用率b／C �70．63 �71．05 �69．11 ��68．98 �72．38 �70．43 �68．28 �68，30 �68．14 �67，97 �67．81 � �68．10 

最大稼働率a／C �83．44 �87．60 �76．07 ��73．27 �87．10 �81．50 �78．77 �78．79 �78．61 �78．42 �77．54 � �78．43 

負荷率　b／a �84．64 �81．10 �90．85 ��94．15 �83．10 �86．77 �86．68 �86．69 �86．67 �86．68 �87．46 � �86．84 

H25 �H26 �H27※ �H28 �’H29 �平均 �H311 � �H32 �H33 �H34 �H35・ � �計 �平均 

総配水量 �9．796，614 �9．875．767 �9．626．893 �9，603．556 �10．053，141 �9，791，194 �9．520 �．612 �9．497．539 �9．474．522 �9，451，561 �9．428 �656 �47．372．890 �9．474，578 

有収水量 �8，583．697 �8－527．091 �8．444．793 �8．384．305 �8，356．639 �8．459．305 �8．311 �．494 �8．296，100 �8．280．732 �8．265．390 �8．250 �074 �41．403，790 �8．280，758 

算定用有収水量 �8．505．137 �8，448，531 �8．366，233 �8，305．745 �8，278．079 �8．380．745 �8，232 �934 �8，217．540 �8，202．172 �8．186－830 �8．171 �514 �41，010．990 �8．202．198 

有収率 �87．62 �86．34 �87．72 �87．30 �83．12 �86．42 �87．30 ��87．35 �87．40 �87．45 �87．50 �� �87．40 

1日最大配水量　a �31，278 �32．988 �28．597 �27．668 �33，002 �30，707 �29．730 ��29．738 �29．670 �29，595 �29．254 �� �29．597 

1日平均配水量b �26．840 �27，057 �26．303 �26．311 �27．543 �26．811 �26 �013 �26．021 �25．958 �25．895 �25 �761 � �25，930 

1日平均有収水量 �23．517 �23．362 �23，073 �22．971 �22．895 �23．164 �22 �709 �22．729 �22．687 �22．645 �22 �541 � �22，651 

浄水施設能力C �36，336 �3ei．336 �36．33ei �36．376 �‘36，376 �36，352 �36 �376 �36．37ei �36，376 �36．376 �36 �376 � �36．376 

施設利用率b／C �73．87 �74．46 �72．39 �72．33 �75．72 �73．75 �71．51 ��71．53 �71．36 �71．19 �70．82 �� �71．28 

最大稼働率a／C �86．08 �90．79 �78．70 �76．06 �90．72 �84．47 �81㌧73 ��81．75 �81．56 �81，36 �80．42 �� �81，37 

負荷率　b／a �85．81 �82．02 �91．98 �95．10 �83．46 �87．67 �87，50 ��87．50 �87．49 �87．50 �88，06 �� �87，61 

有収水量増減率　　　△221　　△066　　△097　　△072　　△033　　△098

※　料金算定用有収水量は公共用水分（78．560nて）を差し引いたものである。

受票芸F7認諾－7蓋等7認諾1諾■認諾49・369・960’
受水費5年分計　2．427，473



H25 �H26 �H27・ � �H28 �H29 �平均 �H31・ � �H32 �H33 �H34 �H35・ � �計 �＿　平均 

総配水量 �46．504 �47．524 �48 �．378 �49，751 �54．644 �49．360 �48 �．095 �48，095 �48，095 �48．095 �48 �．095 �240，475 �48．095 

有収水量 �22．025 �21．197 �23 �．088 �22．558 �29．214 �23．616 �22 �220 �22．220 �22．220 �22．220 �22 �220 �111，100 �■22．220 

有収率 �47，38 �44．60 �47．72 ��45．34 �・53．46 �47．70 �46．20 ��46．20 �46．20 �46．20 �46，20 �� �46．20 

1日最大配水量　∂ �209 �391 �259 ��225 �245 �266 �242 ��242 �242 �242 �242 �� �242 

1日平均配水量b �127 �130 �132 ��136 �150 �135 �132 ��132 �132 �132 �131 �� �132 

1日平均有収水量 �60 �58 �63 ��62 �80 �65 �61 ��61 �61 �61 �61 �� �61 

浄水施設能力C �1．200 �1，200 �1．200 ��1．200 �1．200 �1．200 �1，200 ��1．200 �1．200 �1．200 �1，200 �� �1．200 

施設利用率b／C �10．58 �10．83 �11．00 ��11．33 �12．50 �11．25 �11．00 ��11．00 �11．00 �11．00 �10，92 �� �10．98 

最大稼働率　a／6 �17．42 �32．58 �21．58 ��18．ナ5 �20．42 �22．15 �20．17 ��20．17 �20．17 �20．17 �20．17 �� �、20．17 

負荷率　b／a �60．77 �33．25 �50．97 ��60．44 �61．22 �53．33 �54．55 ��54．55 �54．55 �54，55 �54．13 �� �54．46 

有収水量増減率　　△11．33　　△3．76　　　　8．92　　△2．30　　　29．51　　　4．21 

1有収水量は、平成25年度から平成28年度までの4年間の平均量程度を見込む。（4年平均22，220nヾ）

2　有収率は、平成25年度から平成28年度までの4年間の平均程度と見込む。（4年平均462％）

31日最大配水量は、平成27、28年度の平均と見込む。（242nて）

【板谷】
H25 �H26 �H27・ � �H28 �H29 �．平均 �H31・ � �H32・ �H33 �H34 �H35・ � �計 �平均 

総配水量 �91，260 �89，609 �71 �676 �58．994 �83．566 �75．021 �71 �484 �71．484 �71．484 �71．484 �71 �4EI4 �357．420 �71，484 

有収水量 �26，055 �22．491 �25 �787 �18．941 �・37，334 �26．122 �23 �318 �23．318 �23．318 �23．318 �23 �318 �116．590 �23，31台 

有収率 �28，55 �32．31 �35．98 ��32．11 �44，68 �34，72 �32．62 ��32．62 �32．62 �32．62 �32．62 �� �32．62 

1日最大配水量　a �668 �378 �458 ��370 �353 �445 �414 ��414 �414 �414 �414 �� �414 

1日平均配水量b �250 �191 �196 ��162 �229 �206 �190 ��190 �190 �190 �190 �� �190 

1日平均有収水量 �71 �62 �70 ��52 �102 �71 �63 ��63 �63 �63 �63 �� �63 

浄水施設能力C �1．000 �1，000 �1．000 ��1，000 �1．000 �1．000 �1．000 ��1，000 �1．000 �1．000 �1．000 �� �1．000 

施設利用率b／C �25．00 �19．10 �19．60 ��16．20 �22．90 �20．56 �19．00 ��19，00 �19，00 �19．00 �19．00 �� �19．00 

最大稼働率8′′C �66．80 �37．80 �45．80 ��37．00 �35．30 �44，54 �41．40 ��41．40 �41．40 �41．40 �41．40 �� �41．40 

負荷率b／a �37．43 �50．53 �42．79 ��43、78 �64．87 �47．88 �45，89 ��45．89 �45．89 �45．89 �45．89 �� �45．89 

有収水量増減率　　　△6．64　　△1368　　1465　　△26．55　　　9711　　1298

1有収水量は、年度によってばらつきがみられる。平成29年度が前年度より大幅に増加していることから、平成25～28年度の平均（23．318ポ）で見込む。

21日最大配水量は、平成27、28年度の平均と見込む。（414∩て）



5　収支計画（料金改定前）
改定前収支

収益的収支

繰上償還・舘山廃止起債なし 　　年　度 区　分 ����28年度 決算 �29年度 決算見込 �30年度 �31年度 �32年度 �33年度 �34年度 �35年度 �36年度 �37年度 �38年度 �39年度 �単位：千円 40年度 

収 益 的 収 支 �収 益 的 収 入 � ��1．861．675 �1，845，393 �1，866，678 �1，825．814 �1．816．844 �1．808，118 �1．799】435 �1．808．494 �1，782，200 �1．773．647 �1．765，137 �1．756．669 �1．748．243 

（1）料　　　金　　　収　　　入 ��1．773．771 �1．771．637 �1，762．778 �、1．753．964 �1．745．194 �1．736．468 �1．727．785 �1．719†146 �1．710．550 �1．701，997 �1，693．487 �1．685．019 �1．676．593 

（2）受託工事収益　　　　（B） �� � � � � � � � � � � � � 

（3）そ　　　　　の　　　　　他 ��87．904 �73．756 �103．900 �71，650 �71．650 �71．650 �71．650 �89，348 �71．650 �71．650 �71．650 �71．650 �71．650 

2．営　　業　　外　　収　　益 ��126．901 �126．796 �121．587 �117，315 �116．165 �116，165 �116．165 �116，165 �116．165 �116，165 �116．165 �116．165 �116，165 

（1）負　　　　‡日　　　　　金 ��1．292 �1．906 �1．812 �1，238 �1．236 �1．236 �1．236 �1，236 �1．236 �1．236 �1．236 �1．236 �1，236 

l他　会　計　負　担　金 ��1．292 �1．906 �1．812 �1，236 �1．236 �1．236 �1．236 �1．238 �1．236 �1．236 �1．236 �1，236 �1。236 

（2）長　期　前　受　金　戻　入 ��113．486 �116．402 �115．385 �111。950 �111．950 �111．950 �111．950 �111．950 �111．950 �111．950 �111．950 �111，950 �111，950 

（3）そ　　　　　の　　　　　他 ��12，123 �8．488 �4，390 �4．129 �2，979 �2．979 �2．979 �2．979 �2．979 �2．979 �2．979 �2，979 �．2，979 

1，988，576 �1．972．189 �1．988，265 �1．942．929 �1．933，009 �1．924．283 �1．915．800 �1．924．659 �1．898．365 �1．889．812 �1．881．302 �1．872，834 �1，864．408 

収 益 的 支 出 �1．官　　　業　　　費　　　用 ��1，531，684 �1．564，581 �1．585，281 �1．577．618 �1．584．204 �1．605，422 �1．897．058 �1．622．575 �1，611．078 �1，610．530 �1．615，684 �1，627．338 �1．619．835 

（1）職　　員　　給　　与　　費 ��181．501 �199．672 �203，231 �203．231 �203．231 �203，231 �203，231 �203．231 �203，231 �203，231 �203．231 �2ロ3．231 �203．231 

基　　　　本　　　　給 �95，583 �99．415 �102，980 �102．980 �102．980 �102，980 �102．980 �102，980 �102，980 �102．980 �102，980 �102．980 �102．980 

退　　職　　手　　当 �8．088 �24．458 �25．000 �25．000 �25．000 �25，000 �25．000 �25．000 �25，000 �25，000 �25，000 �25．000 �25．000 

そ　　　　の　　　　他 �77．830 �75．799 �75．251 �75，251 �75．251 �75．251 �75．251 �75，251 �75．251 �75．251 �75．251 �75．251 �75．251 

（2）・経　　　　　　　　　　　　費 ��916．393 �919．932 �934．925 �923，038 �923．03■8 �935，038 �1，205．238 �925，438 �925．438 �925．438 �925．438 �925．438 �922．738 

動　　　　力　　　　費 �20．640 �22．636 �25．887 �22，000 �22．000 �22．000 �22．000 �22．000 �22．000 �22．000 �22．000 �22，000 �22，000 

修　　　　繕　　　　費 �43．665 �44．686 �50．000 �42，000 �42．000 �42．000 �42．000 �42，000 �42．000 �42．000 �42．000 �42．000 �42，000 

材　　　　料　　　　費 �3．102 �3．100 �4．200 �4。200 �4．200 �4．200 �4．200 �4，200 �4．200 �4．200 �4．200 �4．200 �1．500 

そ　　　　の　　　　他 �848．986 �849．510 �854．838 �854．838 �854．838 �866．838 �1．137．038 �857．238 �857．238 �857．238 �857．238 �857．238 �857，238 

（3）減　　価　　償　　却　　費 ��433．790 �444．977 �447．125 �451．349 �457．935 �467．153 �488．587 �493．906 �482．409 �481．861 �487．015 �498，669 �493．866 

2．営　　業　　外　　費　　用 ��31，204 �27月76 �29，518 �27．365 �25，166 �22．920 �20．626 �19．233 �15．525 �13．245 �11．093 �9，156 �7，623 

（1）支　　　払　　　利　　　息 ��29，321 �27，126 �25，018 �22．865 �■201666 �18．420 �16．126 �14．783 �11．025 �8．745 �6．593 �4．658 �3．123 

（2）そ　　　　　の　　　　　他 ��1．883 �550 �4．500 �4．500 �4．500 �4，500 �4，500 �4．500 �4．500 �4．500 �4．500 �4．500 �4．500 

．支　　　出　　　計　　　（D） ��1．562．888 �1．592．257 �1，614．799 �1，604，983 �1，609．370 �1．628，342 �1，917．682 �1．641，808 �1，626，603 �1．623，775 �1，626，777 �1．636．494 �1．627．458 

経　常　損　益　　　　（Cト（D）　（E） ���425．688 �379．932 �373．466 �337．946 �323．639 �295．941 �－2．082 �282，851 �271，762 �266，037 �254．525 �236．340 �236．950 

特　　　別　　　利　　　益　　　　（F） ���� � � � � � � � � � � � � 

特　　　別　　　損　　　失　　　　（G） ���� � � � � � �180．000 �28説000 � � � � � 

0 �0 �0 �0 �0 �0 �－180．000 �－285，000 �0 �0 �0 �0 �0 

当∵年鼠純朴益′■ぐ又 ���は純損隊失うく‘′てト、′り（督錘酢∴′： �や‾華縛潮抒 �轡幣細摺北 �？攣ゝ・肇翼闇銅 �攣彗好捕弼 �攣琴海■幻樽軸 �㌣彗頗砂畔 �弊攫1凝猪離 �準準欝紳 �繹堅馴謝跨 �準雪柳錘．開き �警翌朝惨鍔 �準肇劉騨嘩 �奈：・二二23、6；950 

繰越利益剰余金又は累積欠損金（1） ���� � � � � � � � � � � � � 



資本的収支
改定前収支
賞遠舘　廃　起債±

年　度 区　分 ���28年度 決算 �29年度 決算見込 �‾　3〇年度 �31年度 2019 �32年度 2020 �33年度 2021 �34年度 2022 �35年度 2023 �36年度 �37年度 �38年度 �39年度 �単位：千円 40年度 

資 本 的 収 支 �資 本 的 収 入 �1．企　　　　　業　　　　　債 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �■　0 �0 �0 �0 �0 

1．690 � �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1，000 �1．000 �1．000 

19．701 �22．2ロ0 �30．000 �30，000 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �・0 �0 

5．工　事　負　粒　食 � � � � � � � � � � � � � 

6，そ　　　　　の　　　　　他 �52，715 �55．541 �49．580 �147．501 �45．525 �43．648 �41．865 �40．171 �38，562 �37．033 �35．5引 �45．000 �45．000 

計　　　　　　（A） �74．108 �77．741 �80．580 �178．501 �46，525 �44，848 �42．865 �41．171 �39．562 �38．033 �38．581 �46．000 �、48．000 

箕詔孟詣霊蒜彗欝さ（B） � � � � � � � � � � � � � 
74，106 �77．741 �80．580 �178．501 �46．525 �44．648 �42，865 �41．171 �39．562 �38，033 �36．581 �46，000 �46．000 

資 本 的 支 出 �1．建　　設　　改　　良　　費 �677．538 �359．644 �520．960 �593．600 �688．000 �1，012．600 �973．900 �536．500 �685．500 �765，500 �600．000 �477．000 �557．000 

】う　ち　職　員　給　与　費 � � � � � � � � � � � � � 

104．959 �103．490 �105．598 �1b7．751 �109．950 �112．1⊆帽 �114．490 �134．899 �114．438 �110．213 �103．483 �87．003 �70．071 

5．そ　　　　　の　　　　　他 � �1．459 � � � � � � � � � � � 

計　　　　　　（D〉 �782．497 �484．593 �626．558 �701，851 �797．950 �1．124．796 �1．088．390 �671．399 �799．938 �875．713 �703．483 �564．003 �627．071 

栗歪苧豊額が資本雷責誓鮎（E） ���708．391 �386．852 �545．978 �522．850 �751．425 �1．080．148 �1，045，525 �630．228 �760．376 �837，680 �686．902 �518．003 �581．071 

輔 て ん 財 源 �� �557．136 �255．039 �360．470 �252．747 �382，341 �459，537 �376．177 �247．546 �311．433 �370．459 �369．911 �375，065 �386．720 

104．959 �108．490 �149．998 �224．351 �309．950 �531，796 �583．890 �336．833 �389，403 �400．269 �244．953 �117．571 �168．977 

4．そ　　　　　の　　　　　他 �46．296 �23．323 �35．510 �45．752 �59．134 �88．815 �85．458 �45．849 �59．540 �66．952 �52．038 �25．367 �25．374 

計　　　　　　（F） �708，391 �386．852 �545．978 �52乙850 �751．425 �1．080．148 �1，045，525 �630．228 �760．376 �837．680 �666．902 �518′003 �581．071 

0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �．0 �0 �0 �0 

年　度 区　分 ��28年度 �29年度 �30年度 �31年度 �32年度 �33年度 �34年度 �35年度 �36年度 �37年度 �38年度 �39年度 �40年度 

収　益　的収　支分　・ ��16．362 �17．891 �18．812 �16．238 �16．236 �16．236 �16．238 �16．236 �16．236 �16．236 �16．236 �14，106 �14．106 

15．382 �16．891 �15．812 �15．236 �15．236 �15．236 �15．238 �15．236 �15．238 �15．238 �15．236 �13．096 �13．098 

1．000 �．1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．010 �1．010 

資　本　的収　支分 ��1．690 �0 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 

1．690 �0 �1，000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1，000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 

注　1本表は、消費税及び地方消費税相当額を含めて作成すること。
2捕てん財源における消費税資本的収支調整額については、4　その他に含めること．



6　補填状況（料金改定前）
改定前状況

繰上償還・舎白山廃止　起債なし ���H28 �H29 �H30 �H31 �H32 �H33 �H34 �H35 �H36 �H37 �H38 �H39 �単位：千円 H40 

補 て ん 使 用 可 能 額 �資本的収入が支出に不足する額 ��70臥391 �386，852 �545．978 �522．850 �751．425 �1．080．148 �1．045．525 �630．228 �760．376 �837．680 �6（汎902 �518．003 �581．071 

留 保 資 金 �前年度繰越額 �402，561 �173．253 �259，331 �230．601 �317．253 �280．897 �176．563 �177．023 �311．433 �370．459 �369．911 �375，065 �386．719 

当年度発生観　J �327．828 �341．117 �331．740 �339．399 �345．985 �355．203 �376．637 �381，956 �370．459 �369．911 �375，065 �386，719 �381．916 

計　A �730．389 �514－370 �591．071 �570，000 �663．238 �636．100 �553．200 �558．979 �681．892 �740，370 �744．976 �761．784 �768．635 

利 益 剰 余 金 �当年度純利益（未処分）β �425．688 �379，932 �373．466 �337，946 �323．639 �295．941 �－182．082 �－2．149 �271．782 �266．037 �254．525 �236．340 �236．950 減債積立 �104．959 �103，490 �105，598 �107．751 �109，950 �112．196 �114．490 �134．899 �114，438 �110．213 �103．483 �87．003 �70．071 

建設改良横車 �277．729 �322．198 �267，868 �230．195 �213．689 �183．745 �0 �0 �157，324 �155．824 �日日．042 �149，337 �166．879 

減債積立金　ア �104，959 �103．490 �1d5，598 �107．751 �109こ950 �112，196 �114，490 �134，899 �132，504 �123．491 �11乙61■6 �109，086 �、106．132 

建設改良積立金　イ �2．489．346 �乙811．544 �3．128．742 �3．352．210 �3．485．805 �3，479．494 �3．243．639 �2．774．239 �2．554．239 �2．441，386 �2．311．299 �2，324．401 �2．446，124 

計　C（B＋ア＋イ） �3．019．993 �3．294．966 �3，607，806 �3，797．907 �3．899，394 �3．887．631 �3．176．047 �2．906．989 �2．958．505 �2．830．914 �2．678．440 �2，669．827 �2．789．206 

当年度分消費税　D ��46，296 �23．323 �35，510 �45．752 �59．134 �88．815 �85，458 �45，849 �59，540 �66．952 �52．038 �25，367 �25．374 

合計　E（A＋C＋D） ��3．796，878 �3．832．659 �4．234．387 �4．413．659 �4，621．766 �4．612，546 �3．814，705 �3．511．817 �3．699．937 �3．638，236 �3．475．454 �3．456．978 �3．583，216 

利益積立金 ��300，000 �300．000 �300．000 �300，000 �300．000 �300，000 �300．000 �117．918 �115．769 �115，769 �115．789 �115．769 �115，769 

補 て ん 使 用 縫 �留 保 �前年度繰越観 �402．561 �173，253 �259．331 �230，601 �317，253 �280．897 �176．563 �177．023 �311．433 �370．459 �369．911 �375．085 �386．719 

当年度発生拍 �154，575 �81．786 �101．139 �22．146 �65．088 �178，640 �199，614 �70．523 �0 �0 �0 �0 �0 

剰 余 �減債積立金 �104，959 �103．490 �105．598 �107．751 �109．950 �112，196 �114．490 �116，833 �119．226 �114．358 �107．013 �89．957 �71．628 
建設改良積立金 � �5．000 �44．400 �116，600 �200．000 �419．800 �469．400 �220．000 �270．177 �285．911 �137．940 �27．614 �97．349 

その他（消費税） �48．296 �23，323 �35．510 �45，752 �59，134 �88．815 �85．458 �45．849 �59．540 �66．952 �52．038 �25．367 �25．374 

合計　F ��708月91 �386．852 �545β78 �522．850 �751，425 �1．080．148 �1，045．525 �630．228 �760．376 �837．680 �666．902 �518．003 �581．071 

利益積立金 �� � � � � � �182．082 �乙149 � � � � � 

欠 損 �欠損金 �� � � � � � � � � � � � � 

累積欠損金 �� � � � � � � � � � � � � 

資 金 ■・ �留保資金残 ��173．253 �259，331 �230月01 �317．253 �280．897 �176．563 �177．023 �311．433 �370．459 �369，911 �375．065 �386．719 �381．916 

剰余金残 ��2．915．034 �3．186．476 �3．409．944 �3，523．539 �3．537，228 �3．301．373 �2．535．401 �2．196．419 �2．078．778 �1．944，546 �1，954．118 �2，072．887 �2．140．860 

利益積立金残 ��300．000 3，388．287 �300．000 3．745，807 �300．000 3．940．545 �300．000 4．140．792 �300，000 4．118．125 �300．000 3，777，936 �117．918 2．830．342 �115．769 2．623，621 �115．769 2．565，006 �115．769 2．430．226 �115．769 2．444．952 �115．769 2．575，375 �115．769 2．638．545 

企債元金償還は減債積立金を取り崩して補填する

当年度発生額は減価償却真一長期前受金戻入報



Ⅵ　資産維持率と料金改定率

1　資産維持率毎の比較

現行料金 �資産維持率2．1％ �資産維持率2．0％ �資産維持率1．9％ �資産維持率1．8％ �資産維持率1．7％ �資産維持率1．6％ 

① �5年間で必要な資 産維持費 �千円 �1，162，560千円 �1，107，200千円 �1，051，840　千円 �996，480　千円 �941，120千円 �885．760　千円 

② �5年間の総括原価 �千円 �8，495，731千円 �8．440，371千円 �8，385，011千円 �8，329．651千円 �8，274，291千円 �8，218，931千円 

③ �現行料金での5年 間の水道料金収入 の総額（見込） �8，682，557千円 �8，682，557千円 �8．682，557千円 �8．682，557千円 �8．682，557千円 �8，682，557千円 �8，年82，557千円 

＠ �5年間で引き下げ が可能な容扁 （曾－②） �千円 �186．826千円 �242，186千円 �297，546千円 �352．906千円 �408，266千円 �463．626千日 

⑤ �現行料金に対する 割合（値下げ率） （各／息・×100） �％ �2．2　％ �2．8　％ �3．4　％ �4．1　％ �4．7　％ �5．3　％ 

厚｝’ �消費税込の値下げ 率 �％ �0．3　％ �1．0　％ �1．6　％ �2．3　％ �’2．9　％． �3．6　％ 

◎ �1年当たりで引き 下げが可能な額 （④／5年） �千円 �37．365千円 �48，437千円 �59，509千円 �70，581千円 �81．653千円 �92．725千円 

⑦ �算定期間中の平均 経常利益 �247，659千円 �210，849千円 �199，943千円． �189，036千円 �178，129千円 �167，222千円 �156，315千円 

⑦’ �館山浄水場除却費 を除いた場合 �378，552千円 �267，049千円 �256，143千円 �245，236千円 �234，329千円 �223，422千円 �212，515千円 

⑧ �平成30（2018） 年度末での内部留 保資金残高 �3，940，545千円 �3，940，545千円 �3，940，545千円 �3，940．545千円 �3，940，545千円 �3，940．545千円 �3．940，545千円 

⑨ �平成35（2023） 年度末での内部留 保資金残高 �2，623，621千円 �2，366，506千円 �2，290，327千円 �2，214，137千円 �2，137，958千円 �2，061，770千円 �1，985，584千円 

せ �平成40（2028） 年度末での内部留 保資金残高 �2，638，545千円 �2，201，933千円 �2，072，573千円 �1，943，191千円 �1，813，831千円 �1，684－460千円 �1．555，088千円 


