
平成２７年度久喜市下水道事業特別会計決算概要書

（平成２７年　４月　１日から平成２８年　３月３１日）

久喜市上下水道部下水道業務課

資　料　３



　古利根川水循環センターで処理された
年間総処理水量（㎥） 14,664,690 14,684,826 -20,136

古利根川水循環センターで処理された

久喜市内からの総水量

水洗化人口（人） 100,404 100,435 -31

水洗化率（％） 94.4 94.3 0.1 水洗化人口÷処理区域内人口×100

処理区域内人口（人） 106,351 106,457 -106

普及率（％） 69.0 69.0 0.0 処理区域内人口÷行政区域内人口×100

整備率（％） 83.4 82.9 0.5 整備済面積÷事業認可区域面積×100

行政区域内人口（人） 154,224 154,396 -172

事業認可区域面積（ｈａ） 2,194.5 2,194.5 0.0

整備済面積（ｈａ） 1,829.8 1,820.2 9.6

（１）公共下水道事業の計画・普及状況

項　　　　　目 平成27年度末 平成26年度末 増　　減 備　　　　　考

全体計画面積（ｈａ） 3,615.8 3,615.8 0.0

下 水 道 事 業 特 別 会 計 決 算 の 概 要

　平成27年度久喜市下水道事業特別会計決算は、歳入4,357,235,652円、歳出4,283,992,014円で、歳入歳出差引残額73,243,638円

となりました。（ただし、翌年度へ繰り越すべき財源440,000円があるため、実質収支は72,803,638円となります。）

　平成27年度は、管渠整備の実施による9.6ha（野久喜、古久喜、菖蒲町菖蒲、栗橋北1丁目、南栗橋3丁目、西大輪4丁目、西大輪5丁目

地内）について下水道の供用を開始しました。

　なお、新たに公共下水道へ接続された件数は、519件でした。

　公共下水道の推進は、快適な生活環境の確保や公共用水域の水質保全につながるものであり、今後も経営状況を勘案しつつ、計

画的に整備を進めます。
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（2）歳入・歳出の状況

地方公営企業法適用移行事業　30,359,714円（繰越分含）

マンホール浮上防止対策事業　9,666,000円

1,791,014

1,809,721,781

0

0

4,283,992,014

下水道事業費 2,035,522,000 1,990,079,493

7,840,000

0

0

0

0

0

482,399,726

公 債 費

水洗便所改造事業費 水洗便所改造資金貸付金

504,239,000

1,792,000

歳　　出　　合　　計 翌年度繰越額は、吉羽雨水ポンプ更新事業費4,360,488,000 7,840,000

地方債元金償還金 1,440,948,015円

地方債利子償還金 368,773,766円

諸 支 出 金

予 備 費

1,809,724,000

1,000

9,210,000

下 水 道 維 持 管 理 費

歳　　出　　区　　分 予　算　現　額 支　出　済　額 翌年度繰越額 歳　　出　　の　　主　　な　　内　　容

職員給与費 137,678,398円、消費税及び地方消費税 76,419,100円

下水道使用料賦課徴収事業 100,196,620円

下水道管布設事業 285,325,260円

古利根川流域下水道事業建設負担金 214,886,299円

古利根川流域下水道事業維持管理負担金 1,114,516,440円

汚水中継ポンプ場（6箇所）維持管理事業 118,346,523円

汚水管渠維持管理事業 53,190,358円、下水道管布設替事業 14,877,432円

鷲宮２号幹線管理用道路整備事業　21,833,760円

雨水ポンプ場（3箇所）維持管理事業 66,217,363円（繰越分含）

雨水管渠等維持管理事業 7,555,721円、調整池維持管理事業 14,092,404円

吉羽雨水ポンプ場更新事業 140,508,000円

資本費平準化債 550,000,000円

歳　　入　　合　　計 4,360,488,000 4,397,497,290 4,357,235,652

市 債 1,149,300,000 1,128,500,000

諸 収 入 696,000 996,922 996,922 水洗便所改造資金回収金 940,000円

1,128,500,000 公共下水道事業債 363,700,000円、流域下水道事業債 214,800,000円

繰 入 金 1,572,101,000 1,572,101,000 1,572,101,000 一般会計からの繰入金

繰 越 金 130,076,000 130,076,362 130,076,362 前年度繰越金

国 庫 支 出 金 95,000,000 95,000,000 95,000,000 社会資本整備総合交付金

県 支 出 金 0 0 0

分 担 金 及 び 負 担 金 30,616,000 38,531,016 29,317,716 下水道事業受益者負担金 26,473,120円

使 用 料 及 び 手 数 料 1,382,699,000 1,432,291,990 1,401,243,652 下水道使用料 1,400,365,134円

（単位：円）

歳　　入　　区　　分 予　算　現　額 調　定　額 収　入　済　額 歳　　入　　の　　主　　な　　内　　容
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（3）地方債の借入状況

（4）地方債現在高の状況

（単位：千円）

地方債現在高
平成23年度末現在高 平成24年度末現在高 平成25年度末現在高 平成26年度末現在高 平成27年度末現在高

21,233,451 20,771,538 20,381,977 20,100,420 19,787,972

資本費平準化債 3,184,169 550,000 109,257 3,624,912

合　　　　　　　　計 20,100,420 1,128,500 1,440,948 19,787,972

公共下水道事業債 14,001,632 363,700 1,152,042 13,213,290

流域下水道事業債 2,914,619 214,800 179,649 2,949,770

（単位：千円）

公共下水道事業債 地方公共団体金融機構 363,700

流域下水道事業債 地方公共団体金融機構 214,800

区　　　　　　　　分 平成26年度末現在高 平成27年度借入額 平成27年元金償還額 平成27年度末現在高

資本費平準化債 武蔵野銀行 550,000

合　　　　　　　　　　計 1,128,500

（単位：千円）

起　債　の　目　的 借　　　　入　　　　先 借　　　入　　　額

18,000,000

19,000,000

20,000,000

21,000,000

22,000,000

23,000,000

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末

地方債現在高の推移千円
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（5）主な普通建設事業の実施状況

（6）主な施設の修繕等実施状況

1,296,000

19,386,000

備　　　　　考

自家発電機設置工事 汚水マンホールポンプ

H26年度からの事故繰越分

№3ポンプ修繕工事 桜田雨水ポンプ場 23,284,800ポンプオーバーホール工事

電気設備機能増設
沈砂池設備更新工事 上内中継ポンプ場

金　　　額（円）

定期点検・修繕

№2・3のエンジン等修繕

古久喜、野久喜地内
道路舗装工事　2,898.9㎡ 15,714,000

スクリーン点検修繕工事

№2・3原動機等修繕工事

吉羽雨水ポンプ場

桜田雨水ポンプ場

マンホール蓋取替工事

下水道管修繕工事

高圧区分負荷開閉器修繕工事

汚水管渠

918,000

下水道管布設替工事 久喜東６丁目地内 下水道管渠（φ200㎜）布設替工事　97.3ｍ 10,292,400

汚水管渠

道合雨水ポンプ場 486,000

電気室給気ファン交換工事

直流電源装置盤触媒栓更新工事

北中継ポンプ場

下新井中継ポンプ場

吉羽地内 137,160,000

経年劣化に伴う修繕

783,000

810,000

25,488,000

14,875,920

14,017,320

48,686,400

工　　　事　　　等　　　概　　　要

経年劣化に伴う修繕

経年劣化に伴う修繕

経年劣化に伴う修繕

スクリーン及びスクリーン付破砕機設置

自家発電設備設置工事　2箇所

取替60箇所

修繕11箇所

実　　施　　内　　容

燃料槽液面計修繕工事

吉羽雨水ポンプ場
設備更新工事

雨水ポンプ　2基
ディーゼルエンジン　2基更新

施　　設　　名　　等

青葉中継ポンプ場

マンホール浮上防止
菖蒲町菖蒲地内 マンホール耐震化工事　2基 9,666,000

対策工事

西大輪５丁目地内

舗装復旧工事

久喜東４丁目、上町

菖蒲町菖蒲地内 道路舗装工事　3,882.1㎡ 18,954,000

栗橋東５丁目地内 道路舗装工事　1,161.7㎡ 7,873,200

西大輪１・３・４・５丁目地内 道路舗装工事　3,788.3㎡ 19,839,600

工　事　名　等 施　工　場　所 工　事　内　容 工　事　費 （円） 備　　　　　考

下水道管布設工事

野久喜、古久喜地内 下水道管渠（φ200㎜）布設工事　335.0ｍ 25,056,000

菖蒲町菖蒲地内 下水道管渠（φ200㎜）布設工事　442.0ｍ 31,752,000

栗橋北１丁目地内
下水道管渠（φ200㎜）布設工事　484.4ｍ 44,172,000

南栗橋３丁目地内

西大輪４丁目地内
下水道管渠（φ200㎜）布設工事　701.7ｍ 70,286,400
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