
平成 年度当初予算（案）　事業別シート 宇陀市

単位当たりコスト　　　　（円） 217 243

事業の
目　標

備考

今後とも安心・安全・安定した飲料水を供給するとともに経費削減
を図り、使用料金の徴収率を上げ、一般会計からの繰入金の減
少につなげるように努める。

活動指標名 年間総配水量

活動指標の算式

活動指標の実績 1,367,690
単
位

1,452,838
単
位

人件費 （人工×8,000千円） 0 0

総事業費：人件費含む （千円） 297,429 353,035

事 業 の コ ス ト 平成25年度（実績） 平成26年度（見込） 特定財源の状況

決算額又は決算見込額 （千円） 297,429 353,035 県費補助金　　　　　　　15,235千円
施設基金繰入金　　　　23,063千円
財産収入(利子)　　　　　 　139千円従事職員数【人工】

当初予算額
Ｈ26

353,035現計予算額

増減額 40,181

事業の成果

管理費の削減を目指して予算編成を行ったが浄水施設・機械等
の修繕の増加及び室生中央配水池より県水の配水を行うことか
ら県水受水費増加及び消費税の増税による公課費の増加となり
対前年度40,181千円増となった。

その他 23,202

一般財源 335,728

H27予算額 374,165

Ｈ26
333,984

国　費

県　費 15,235

市　債

根拠条例等 「宇陀市簡易水道事業等に関する条例｣｢宇陀市簡易水道事業給水条例」

総合計画 基本計画　第３章　第４節　上下水道の整備

Ｈ27年度事
業の概要

財源の内訳　　（単位：千円）　①賃金　2,700千円　　　②需用費　56,842千円
　③役務費　14,069千円　　④委託料　21,652千円
　⑤使用料　7,779千円　　⑥原材料費　120,049千円
　⑦負担金　115,603千円　　⑧積立金　15,374千円
　⑨公課費　19,941千円
　⑩その他の費用（報酬、旅費、償還金等）156千円

分担金

使用料

細
目

1 総務管理費

項 1 総務管理費
事業の目的

水道法の規定に基づき、水道事業を実施。給水人口12,458人（平
成26年12月末）の加入者に安心・安全・安定した飲料水の供給を
目指して水道施設の管理運営を行っている。 款 1 総務費

目 1 総務管理費

区分 № 区分名

所管課 501 水道局総務課 （水道局） 宇陀市簡易水道事業特別会計予算

27 簡易水道事業特別会計

事業
区分

継続
事業
名 簡易水道事業（管理費全般）

年度 会計 区分 所属
<2015> <11> <1-1-1-1> <501>
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平成 年度当初予算（案）　事業別シート 宇陀市

59.6
単
位

％ 64.0
単
位

＜予算案のポイント＞
【重点事業】
5.市民安心安全プロジェクト
[生活基盤の整備]
　(2)水道給水区域の適正化

％

単位当たりコスト　　　　（円） 1,364,011 728,105

事業の
目　標

備考

守道、山口、白鳥居、上品、下品、和田地区は、水道未普及地区
であり井戸原水の汚染や枯渇により毎日の生活に不安がつきま
とっており、暮らしの安心を守るため水量の安定と安全な水質の
確保が不可欠である。水道未普及地解消事業のメニューから衛
生的な飲料水を導き住民の生活基盤の向上と地域の振興を図
る。

増減額 6,000

事 業 の コ ス ト 平成25年度（実績） 平成26年度（見込） 特定財源の状況

決算額又は決算見込額 （千円） 78,903 45,000 国庫補助金　19,600千円
簡水債　　　　29,400千円
工事負担金　　 700千円
基金繰入金　　1,300千円

従事職員数【人工】 0.30 0.20

人件費 （人工×8,000千円） 2,400 1,600

総事業費：人件費含む （千円） 81,303 46,600

活動指標名 進捗率

活動指標の算式 実施事業費累計／総事業費（1,023,675千円）

活動指標の実績

1,300

一般財源

H27予算額 51,000

Ｈ26
45,000当初予算額

Ｈ26
現計予算額

根拠条例等 水道法第１５条

総合計画 基本計画　第３章　第４節　上下水道の整備

Ｈ27年度事業
の概要

財源の内訳　　（単位：千円）・守道地内
　　給配水管工事　φ150　Ｌ＝600ｍ、φ100　Ｌ＝250ｍ
　　　　　　　　　　　　、φ75　Ｌ＝240ｍ
　　舗装復旧工事　　　　　　Ａ＝3,920㎡
　　給水戸数　　　　2戸

分担金 700

使用料

国　費 19,600

県　費

市　債 29,400

事業の成果

水道未普及地解消事業により生活環境の改善、公衆衛生の向
上が図られ、また水道施設整備によって防災面の拡充もなされ
る。 その他

事業の目的

田原地区は、井戸及び取水を生活用水として使用し、渇水期に
は枯渇する井戸もあり、安定した水量が得られず生活に影響を及
ぼしている状況にある。
　安定した水量、安全な水を確保し、生活基盤の改善を図る。

款 1 総務費

目 1 施設整備費

項 2 施設整備費

細
目

10 施設整備費

所管課 502 水道局工務課 （水道局） 宇陀市簡易水道事業特別会計予算

区分 № 区分名

27 簡易水道事業特別会計

事業
区分

継続 事業名 田原簡易水道事業

年度 会計 区分 所属
<2015> <11> <1-2-1-10> <502>

Ａ

Ｂ

Ａ－Ｂ
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平成 年度当初予算（案）　事業別シート 宇陀市

年度 会計 区分 所属
<2015> <11> <1-2-1-10> <502>

27 簡易水道事業特別会計

事業
区分

継続 事業名 松井簡易水道事業

所管課 502 水道局工務課 （水道局） 宇陀市簡易水道事業特別会計予算

事業の目的

当地域は、井戸及び取水を生活用水として使用し、渇水期には
枯渇する井戸もあり、安定した水量が得られず生活に影響を及ぼ
している状況にある。
　安定した水量、安全な水を確保し、生活基盤の改善を図る。

款 1 総務費

目 1 施設整備費

区分 № 区分名

細
目

10 施設整備費

項 2 施設整備費

国　費 23,760

県　費

市　債 35,400

根拠条例等 水道法第１５条

総合計画 基本計画　第３章　第４節　上下水道の整備

Ｈ27年度事業
の概要

財源の内訳　　（単位：千円）［菟田野宇賀志地区］
　・給配水管工事　φ150　Ｌ＝６２０ｍ、φ100　Ｌ＝３４０ｍ
　　　　　　　　　　　　φ75　 Ｌ＝４００ｍ、φ50 　Ｌ＝３８０ｍ
　・消火栓　　 　4基　　　　・給水戸数　1１戸

［大宇陀東平尾地区］
　・給配水管工事　φ75　Ｌ＝３７０ｍ
　・消火栓　　 2基　　　　　・給水戸数 　3戸

分担金 4,900

使用料

特定財源の状況

決算額又は決算見込額 （千円）

その他 1,140

一般財源

H27予算額 65,200

Ｈ26
45,000当初予算額

Ｈ26
現計予算額

増減額 20,200

事業の成果

給水区域を拡張することにより生活環境の改善、公衆衛生の向
上がみられ、安全で安心して飲める水を安定したかたちで供給す
る。
　また、消火栓の設置により防災面でも拡充を図る。

1,600

総事業費：人件費含む （千円） 88,941 46,600

事 業 の コ ス ト 平成25年度（実績） 平成26年度（見込）

86,541 45,000

＜予算案のポイント＞
【重点事業】
5.市民安心安全プロジェクト
[生活基盤の整備]
　(2)水道給水区域の適正化

％

単位当たりコスト　　　　（円） 1,045,842 537,895

事業の
目　標

備考

菟田野宇賀志地区並びに大宇陀東平尾地区は、水道未普及地
区であり井戸原水の汚染や枯渇により毎日の生活に不安がつき
まとっており、暮らしの安心を守るため水量の安定と安全な水質
の確保が不可欠である。水道未普及地解消事業のメニューから
衛生的な飲料水を導き住民の生活基盤の向上と地域の振興を図
る。

活動指標名 進捗率

活動指標の算式 実施事業費累計／総事業費（2,827,374千円）

活動指標の実績 85.0
単
位

％ 86.6
単
位

国庫補助金　23,760千円
過疎債　　　　14,800千円
辺地債　　　　  2,900千円
簡水債　　　　17,700千円
工事負担金　  4,900千円
基金繰入金　　1,140千円

従事職員数【人工】 0.30 0.20

人件費 （人工×8,000千円） 2,400

Ａ

Ｂ

Ａ－Ｂ
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平成 年度当初予算（案）　事業別シート 宇陀市

年度 会計 区分 所属
<2015> <11> <1-2-1-10> <502>

27 簡易水道事業特別会計

事業
区分

継続 事業名 室生中央簡易水道整備事業

所管課 502 水道局工務課 （水道局） 宇陀市簡易水道事業特別会計予算

事業の目的

平成26年度に奈良県水道局より室生大野・三本松へ県営水道
が送られ、内山浄水場の老朽化に伴う大規模改修に多大な経費
を費やす必要がなくなった等により、古大野飲料水供給施設の統
合整備を行い、水質の改善と安定供給を行う。

款 1 総務費

目 1 施設整備費

区分 № 区分名

細
目

10 施設整備費

項 2 施設整備費

国　費 24,750

県　費

市　債 74,200

根拠条例等 水道法第１５条

総合計画 基本計画　第３章　第４節　上下水道の整備

Ｈ27年度事業
の概要

財源の内訳　　（単位：千円）・仮設工事
　　仮設送水管布設　　φ100　Ｌ＝1,300ｍ
　　仮設給配水管布設・撤去　 Ｌ＝1,300ｍ
・送配水管工事
　　送水管布設　　　　　φ100　Ｌ＝1,300ｍ
　　配水管布設替　　　 φ100　Ｌ＝1,200ｍ

分担金

使用料

特定財源の状況

決算額又は決算見込額 （千円）

その他 11,050

一般財源

H27予算額 110,000

Ｈ26
21,900当初予算額

Ｈ26
20,000現計予算額

増減額 88,100

事業の成果

古大野飲料水供給施設を室生中央簡易水道区域として統合す
ることにより、安全・安心な水を安定的に供給できる。

1,600

総事業費：人件費含む （千円） 274,966 43,500

事 業 の コ ス ト 平成25年度（実績） 平成26年度（見込）

272,566 41,900

＜予算案のポイント＞
【重点事業】
5.市民安心安全プロジェクト
[生活基盤の整備]
　(2)水道給水区域の適正化

％

単位当たりコスト　　　　（円） 4,594,681 653,018

事業の
目　標

備考

簡易水道各施設の維持管理費の削減とともに、安心・安全な水
の安定供給により、生活環境の向上を図る。

活動指標名 進捗率

活動指標の算式 実施事業費累計／総事業費（618,965千円）

活動指標の実績 59.8
単
位

％ 66.6
単
位

国庫補助金　　24,750千円
過疎債　　　　　37,100千円
簡水債　　　　　37,100千円
基金繰入金  　11,050千円

従事職員数【人工】 0.30 0.20

人件費 （人工×8,000千円） 2,400

Ａ

Ｂ

Ａ－Ｂ
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平成 年度当初予算（案）　事業別シート 宇陀市

人

単位当たりコスト　　　　（円） 22,665 22,065

事業の
目　標

備考

整備事業が償還額を上回らないよう計画的に実施し、償還金減少
に努める。

活動指標名 給水人口

活動指標の算式

活動指標の実績 12,672
単
位

人 12,458
単
位

0.10

人件費 （人工×8,000千円） 800 800

総事業費：人件費含む （千円） 287,211 274,888

事 業 の コ ス ト 平成25年度（実績） 平成26年度（見込） 特定財源の状況

決算額又は決算見込額 （千円） 286,411 274,088

従事職員数【人工】 0.10

274,088当初予算額
Ｈ26

274,088現計予算額

増減額 ▲ 7,549

事業の成果

事業費の圧縮、起債残高の減少により２６年度予算より7,549千円
の減額の見込み

その他

一般財源 266,539

H27予算額 266,539

Ｈ26

国　費

県　費

市　債

根拠条例等 「宇陀市簡易水道事業等に関する条例」「宇陀市簡易水道事業給水条例」

総合計画 基本計画　第３章　第４節　上下水道の整備

Ｈ27年度事業
の概要

財源の内訳　　（単位：千円）【元金】
長期起債償還金（簡易水道事業分）　207,938千円
長期起債償還金（飲料水供給事業分）　　　 117千円
【利子】
簡易水道事業分（既借入額分）　　　　　56,806千円
簡易水道事業分（新規借入分）　　　　　　1,674千円
飲料水供給事業分　　　　　　　　　　　　　　　　　 3千円
一時借入金分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1千円

分担金

使用料

細
目

項 1 公債費
事業の目的

水道法に基づき宇陀市においても水道事業を実施、未普及地域解
消及び施設充実のために起こした起債の償還を行っている。

款 2 公債費

目

区分 № 区分名

所管課 501 水道局総務課 （水道局） 宇陀市簡易水道事業特別会計予算

27 簡易水道事業特別会計

事業
区分

継続 事業名 公債費（元金・利子）

年度 会計 区分 所属
<2015> <11> <2-1--> <501>

Ａ

Ｂ

Ａ－Ｂ
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