
課コード: 200400 課名称: 上下水道部下水道課平成24年度業務棚卸表

フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称
事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

200400-001

公共下水道整備事業

建設係05-02-02

適正な汚水処理の推進

07

施設等整備事業

公共下水道事業認可区域内の汚水施設の整備を推進し、公共用水
域の保全に寄与するとともに衛生的で快適な生活環境の実現を図
る。全体計画、認可計画、実施計画、汚水処理に係る県との調整、管
渠築造工事、設計積算、監督管理

法令の実施義務（自治事務）

都市計画法　下水道法

316,621

公共下水道整備事業（補
助）

整備区域内の住
民、企業

H22から社会資本整備総合交付金事業
による整備へ移行。H24事業なし。

H22から社会資本整備総合交付金事業
による整備へ移行。H23事業なし。

H22から社会資本整備総合交付金事業
による整備へ移行

H20　交付金事業による整備200400-001-01

公共下水道整備事業（単
独）

整備区域内の住
民、企業

MHP更新　2基
桝設置工 管布設L=141.4m 桝111個

災害復旧 L=202.9m　MHP更新　2基
舗装復旧1式
桝設置工 管布設L=37.1m 桝67個

A＝11.58ha　L＝3612.5ｍ A＝2.51ha　L＝1,225.4ｍ200400-001-02

公共下水道整備事業（交
付金）

整備区域内の住
民、企業

・未普及解消A=10.8ha　L=1,983.6m
・地震対策　L=1,628.8m

未普及解消　A=12.9ha L=1,949.7m
地震対策　　L=3,525.5m

A=7.52ha　L=3046.1m A=27.94ha　L=5,255.7m200400-001-03

200400-002

特定公共下水道整備事業

建設係05-02-02

適正な汚水処理の推進

07

施設等整備事業

公共水域の保全に寄与し、衛生的で快適な生活を実現する。調査、
実施測量設計・積算、発注、現場管理監督、検査、全体計画、認可計
画、実施計画

法令に特に定めのないもの

9,015

特定公共下水道整備事業

特定公共下水道区
域内の企業等

整備済面積／全体計画面積163/173＝
94.2％
桝3個
攪拌機更新工事1件
揚水ポンプ更新工事1件
液位計更新工事1件

整備済面積／全体計画面積163/173＝
94.2％
H23年度事業なし

整備済面積／全体計画面積
163/173＝94.2％
H22特定1-2号幹線管渠築造工事外1
件　Ｌ=275.8m

整備済面積／全体計画面積
163/173＝94.2％
H21特定1-2号幹線管渠築造工事Ｌ
=987.4m

200400-002-01

200400-003

公共下水道管理・維持補修
事業

普及係05-02-02
適正な汚水処理の推進

02

施設管理・維持補
修事業

公共下水道施設の適正な維持管理を図り、公共用水域の水質保全
に寄与し、また衛生的で快適な生活環境を実現させる。管渠・マン
ホールポンプ・接続点流量計の保守管理・補修・調査・台帳整備

法令の実施義務（自治事務）

下水道法

1,138,851

公共下水道管理・維持補
修事業

市民 ・管渠延長403.5km、マンホールポンプ
場56箇所、接続点流量計17箇所の保守
管理・台帳整備
・管渠施設　5件1,150千円の補修
・路面　14件2,583千円の補修

・管渠延長401.5km、マンホールポンプ
場57箇所、接続点流量計17箇所の保守
管理・台帳整備
・管渠施設　7件780千円の補修
・路面　7件6,713千円の補修

・管渠延長36.8km、マンホールポンプ場
57箇所、接続点流量計17箇所の保守管
理・台帳整備
・管渠施設　5件293千円の補修
・路面　7件6,713千円の補修

・管渠延長36.8km、マンホールポンプ場
54箇所、接続点流量計17箇所の保守管
理・台帳整備
・管渠施設　10件2,477千円の補修
・路面　3件919千円の補修

200400-003-01

200400-004

特定公共下水道管理事業

普及係05-02-02

適正な汚水処理の推進

02

施設管理・維持補
修事業

特定公共下水道施設の適正な維持管理を図り、公共用水域の水質
保全に寄与し、また衛生的で快適な生活環境を実現させる。終末処
理場・中継ポンプ場の運転管理･水質管理、管渠保守、終末処理場
の汚泥処理

法令の実施義務（自治事務）

下水道法 特定公共下水道維持
補修事業 172,903

特定公共下水道管理事業

事業者及び市民 ・処理区域面積＝173ha
・管渠延長L＝11.2ｋｍ
・終末処理場能力27,000ｍ3/日

・処理区域面積＝173ha
・管渠延長L＝11.2ｋｍ
・終末処理場能力27,000ｍ3/日

・処理区域面積＝173ha
・管渠延長L＝11.2ｋｍ
・終末処理場能力27,000ｍ3/日

・処理区域面積＝173ha
・管渠延長L＝11.2ｋｍ
・終末処理場能力27,000ｍ3/日

200400-004-01

200400-005

特定公共下水道維持補修
事業

普及係05-02-02
適正な汚水処理の推進

02

施設管理・維持補
修事業

特定公共下水道施設の必要な補修を実施し機能維持を図り、公共用
水域の水質保全に寄与し、また衛生的で快適な生活環境を実現させ
る。終末処理場・中継ポンプ場の施設維持補修、管渠の維持補修

法令の実施義務（自治事務）

下水道法 特定公共下水道管理
事業、特定公共下水
道施設改修事業

3,143
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

特定公共下水道維持補修
事業

事業所及び市民 管渠　0件、処理場3件678千円、中継ポ
ンプ　1件189千円

管渠　0件、処理場17件2,696千円、中
継ポンプ　0件

管渠　0件、処理場11件5,272千円、中
継ポンプ　0件

管渠　0件、処理場4件8,311千円、中継
ポンプ場2件373千円

200400-005-01

200400-006

特定公共下水道施設改修
事業

普及係05-02-02

適正な汚水処理の推進

07

施設等整備事業

特定公共下水道施設の適正な維持管理を図り、公共用水域の保全
に寄与し、衛生的で快適な生活を実現。特定公共下水道施設の改修
及び更新工事

法令の実施義務（自治事務）

下水道法

1,622

特定公共下水道施設改修
事業

特定公共下水道区
域内の事業所等

中継ポンプチャッキ弁交換、処理場土
留工事、処理場の消防用設備更新事業
を実施した。

脱水機オーバーホール等を実施した。 脱水機オーバーホール等を実施した。 特定公共下水道既設排水施設調査１式
は長寿命化補助事業の検討の業務委
託に含んで実施。

200400-006-01

200400-007

供用に関する事務

普及係05-02-02

適正な汚水処理の推進

01

ソフト事業（義務）

下水道法に基づく公示を行う。公共下水道整備区域拡張に伴う追加
供用開始区域の調査及び公示　

法令の実施義務（自治事務）

下水道法

1,787

供用に関する事務

住民 24年度供用開始追加区域　11.0ha 23年度供用開始追加区域　12.9ha 22年度供用開始追加区域　19.1ha 21年度供用開始追加区域　30.5ha200400-007-01

200400-008

指定店に関する事務

普及係05-02-02

適正な汚水処理の推進

01

ソフト事業（義務）

適正な排水設備の設置。排水設備指定工事店の指定・更新・変更法令に定めはあるが任意の自治事務

下水道法 排水設備計画確認及
び工事検査事務 2,869

指定店に関する事務

指定店 24年度指定
新規　3件、更新　96件、変更 32件、廃
止　12件

23年度指定
新規　3件、更新　20件、変更　26件、廃
止　10件

22年度指定
新規　4件、更新　9件、変更　40件

21年度指定
新規　13件、更新　11件、変更　49件

200400-008-01

200400-009

排水設備計画確認及び工
事検査事務

普及係05-02-02
適正な汚水処理の推進

01

ソフト事業（義務）

適正な排水設備の設置。排水設備計画確認申請の審査、排水設備
工事完了届の受付、排水設備工事の完了検査

法令に特に定めのないもの

指定店に関する事務

3,575

排水設備計画確認及び工
事検査事務

排水設備設置者 24年度確認件数　658件、検査件数
　658件

23年度確認件数　616件、検査件数
　616件

22年度確認件数730件、検査件数730
件

21年度確認件数649件、検査件数696
件

200400-009-01

200400-010

水洗便所改造資金融資資
金利子補給金

普及係05-02-02

適正な汚水処理の推進

05

ソフト事業（任意）

水洗化率の向上を図り公共下水道事業効果を高める。融資斡旋の
PR,申請受付、金融機関の融資依頼、利子補給の支払

法令に特に定めのないもの

水洗便所改造資金融
資預託金

水洗便所改造資金融資金
利子補給金

公共下水道供用開
始区域内の市民

利子補給件数　3件 利子補給件数　９件200400-010-10

200400-011

水洗便所改造資金融資預
託金

普及係05-02-02
適正な汚水処理の推進

05

ソフト事業（任意）

水洗便所改造資金融資あっせん制度を円滑に運営するため。金融
機関との協定締結、預託金の支出、収入

法令に定めはあるが任意の自治事務

下水道法 水洗便所改造資金融
資金利補給金 2,163
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

水洗便所改造資金融資預
託金

金融機関 預託6件 預託9件 預託6件 預託6件200400-011-01

200400-012

下水道施設の私道設置関
連事務

普及係05-02-02

適正な汚水処理の推進

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

水洗化率を向上を図り、公共下水道整備事業効果を高める。私設下
水道設置者に対する補助金交付

法令に特に定めのないもの

3,786

下水道施設の私道設置関
連事務

私設下水道設置者 制度利用による接続戸数　17戸 制度利用による接続戸数　33戸 制度利用による接続戸数　16戸 制度利用による接続戸数　27戸200400-012-01

200400-013

地域衛生処理センター管理
事業

普及係05-02-02

適正な汚水処理の推進

02

施設管理・維持補
修事業

汚水処理施設の適正な維持管理を図り、公共用水域の水質保全に
寄与し、また衛生的で快適な生活環境を実現させる。住み良い環境
保全、水質保全の実現。汚水処理施設の運転管理･水質管理・汚泥
処理、管渠施設の保守

一般 法令の実施義務（自治事務）

浄化槽法 地域衛生処理センター
維持補修事業 13,348

地域衛生処理センター管
理事業

汚水処理施設利用
者

汚水処理施設2箇所
・流通基地衛生処理センター
・第3柏野住宅団地衛生処理施設

汚水処理施設2箇所
・流通基地衛生処理センター
・第3柏野住宅団地衛生処理施設

汚水処理施設2箇所
・流通基地衛生処理センター
・第3柏野住宅団地衛生処理施設

汚水処理施設2箇所
・流通基地衛生処理センター
・第3柏野住宅団地衛生処理施設

200400-013-01

200400-014

地域衛生処理センター維持
補修事業

普及係05-02-02

適正な汚水処理の推進

02

施設管理・維持補
修事業

衛生処理施設の必要な補修を実施し機能維持を図り、公共用水域の
水質保全に寄与し、また衛生的で快適な生活環境を実現させる。衛
生処理施設維持補修、管渠の維持補修

一般 法令の実施義務（自治事務）

浄化槽法 地域衛生処理センター
管理事業 3,738

地域衛生処理センター維
持補修事業

汚水処理施設利用
者

8件2,795千円 7件1,940千円 5件1,960千円 5件1,712千円200400-014-01

200400-015

水洗化普及促進に関する事
務

普及係05-02-02
適正な汚水処理の推進

05

ソフト事業（任意）

水洗化の促進を図り、公共下水道整備事業の事業効果を上げる。公
共下水道供用開始区域内の未接続世帯の調査、訪問

法令に特に定めのないもの

11,255

水洗化普及促進に関する
事務

市民 訪問戸数　491戸 訪問戸数　425戸 訪問戸数　425戸 訪問戸数　1,025戸200400-015-01

200400-019

受益者負担金の賦課に関
する事務

普及係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

05

ソフト事業（任意）

処理区域となった土地への負担金賦課。受益地調査、賦課土地の決
定、申告書（基本）の発行、申告書・減免申請書の受付・審査、賦課
決定通知の発行

法令に特に定めのないもの

受益者負担金の徴収
に関する事務 3,575

受益者負担金の賦課に関
する事務

公共下水道受益者 賦課決定　272件（筆）A=59,244㎡ 賦課決定　103件　15,700㎡ 賦課決定　403件　37万4千㎡ 賦課決定　704人　52万5千㎡200400-019-01

200400-030

浸水対策下水道整備事業

建設係04-03-02
災害に強いまちづくりの推
進

07

施設等整備事業

広瀬川の流下能力不足を解消し、浸水被害を未然に防ぐため、
BOX.Cで改良整備する。調査、協議、実施計画作成、補助金交付申
請、発注、現場管理監督、検査

法令の実施義務（自治事務）

都市計画法、下水道法 まちづくり交付金事業
（高質空間形成施設　
広瀬川せせらぎ水路）

1,082
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

浸水対策下水道整備事業

公共下水道雨水予
定処理区域内の住
民・企業

全体延長　L=444.0m
H19  L=290.9m施行
H18繰越分L=151.8m
ΣL=442.7m
H19事業完了
H24事業なし

全体延長　L=444.0m
H19  L=290.9m施行
H18繰越分　L=151.8m
ΣL=442.7m
H19事業完了
H23事業なし

全体延長　L=444.0m
H19  L=290.9m施行
H18繰越分
L=151.8m
ΣL=442.7m　
H19事業完了

全体延長　L=444.0m
H19  L=290.9m施行
H18繰越分　
L=151.8m
ΣL=442.7m
H19事業完了

200400-030-01

200400-065

日本下水道事業団業務運
営費補助金

普及係05-02-02

適正な汚水処理の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

下水道に関する技術援助、技術者の養成、技術開発、講習会の開
催。実績書の確認、負担

法令に定めはあるが任意の自治事務

日本下水道事業団法
第３７条

日本下水道事業団業務運
営費補助金

日本下水道事業団 人口８万人以上１０万人未満の市
負担金額　104,000円

人口８万人以上１０万人未満の市
負担金額　167,000円

人口８万人以上１０万人未満の市
負担金額　167,000円

人口８万人以上１０万人未満の市
負担金額　１９８,０００円

200400-065-01

200400-100

合併処理浄化槽設置費補
助金

普及係05-02-02

適正な汚水処理の推進

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

公共用水域の水質保全に寄与し、また衛生的で快適な生活環境を実
現させる浄化槽設置を促す。浄化槽設置費補助金交付審査・決定、
完成検査、補助金支出

一般 法令に特に定めのないもの

45,460

合併処理浄化槽設置費補
助金

市民 浄化槽置補助基数　5人槽8基、7人槽
58基、10人槽0基　合計66基

浄化槽設置補助基数　5人槽9基、7人
槽38基、10人槽0基　合計47基

浄化槽設置補助基数　5人槽4基、7人
槽31基、10人槽0基　合計35基

浄化槽設置補助基数　5人槽5基、7人
槽30基、10人槽0基　合計35基

200400-100-01

200400-102

合併処理浄化槽普及促進
事業

普及係07-02-10

上下水道部門（内部管理事
務）

05

ソフト事業（任意）

合併処理浄化槽普及促進にかかる諸問題の解決、研修。会議等参
加

一般 法令に特に定めのないもの

合併処理浄化槽普及促進
事業

合併処理浄化槽普
及促進事業

普及促進研修会　１名参加 普及促進研修会　１名参加200400-102-01

200400-506

下水道事業会計事務

業務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

03

内部管理事務

予算の適正執行管理及び安全かつ安定的な資金管理。例月出納検
査資料・経理状況報告書作成、収入伝票・支出伝票の審査及び資金
管理

法令に特に定めのないもの

17,529

例月出納検査

監査事務局 年１２回 年１２回 年１２回 年１２回200400-506-01

経理状況報告

一般会計 一般会計への経営状況報告（年12回） 一般会計への経営状況報告（年12回） 一般会計への経営状況報告（年12回） 一般会計への経営状況報告（年12回）200400-506-02

調定及び支出負担行為の
審査

下水道事業関係課 伝票審査年 5,000件 伝票審査年 5,000件 伝票審査年 5,000件 伝票審査年 5,000件200400-506-03

資金管理に関する事務

下水道事業 資金管理 資金管理200400-506-04
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

会計帳簿等の保管

下水道事業関係課 年１２回 年１２回 年１２回 年１２回200400-506-05

固定資産台帳の整備

下水道課 減価償却費算定１回、資産減耗費算定
１回、固定資産台帳登録２回

減価償却費算定１回、資産減耗費算定
１回、固定資産台帳登録２回

減価償却費算定１回、資産減耗費算定
１回、固定資産台帳登録２回

減価償却費、開発費、資産減耗費200400-506-06

出納及び収納取扱金融機
関に関する事務

金融機関 銀行検査（年１回） 銀行検査（年１回） 銀行検査（年１回） 銀行検査（年１回）200400-506-07

収入及び支出に関する事
務

下水道事業関係課 収入の確認及び支出手続き 収入の確認及び支出手続き 収入の確認及び支出手続き 収入の確認及び支出手続き200400-506-08

200400-507

流域下水道建設事業負担
金

業務係05-02-02

適正な汚水処理の推進

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

公共水域の保全に寄与し、衛生的で快適な生活を実現。県事業に対
する意見聴取、負担

法令の実施義務（自治事務）

下水道法31条2　市町
村の負担金 67,683

流域下水道建設事業負担
金

流域下水道区域住
民等

県整備計画による流域幹線及び処理場
の整備費負担
管渠分1/2　842,859円
処理場分1/2　21,186,432円
処理場分2/3　45,472,887円
合　　計　　 67,502,178円

県整備計画による流域幹線及び処理場
の整備費負担
管渠分1/2　8,473,905円
処理場分1/2　20,663,640円
処理場分2/3　72,559,809円
単独　39,353円
合計　101,736,707円

県整備計画による流域幹線及び処理場
の整備費負担
管渠分1/2　 8,473,905円
処理場分1/2　20,663,640円
処理場分2/3　72,559,809円
単独　39,353円
合計　101,736,707円

県整備計画による流域幹線及び処理場
の整備費負担
管渠分1/2　 5,592,825円
処理場分1/2　14,504,378円
処理場分2/3　59,159,925円
単独　100,647円
合計　79,357,775円

200400-507-01

200400-508

補助事業及び起債申請事
務

業務係05-02-02
適正な汚水処理の推進

05

ソフト事業（任意）

建設事業に必要な資金の調達。補助金請求、起債計画及び申請、経
営計画

法令に特に定めのないもの

補助事業及び起債申請事
務（公共補助）

整備区域内の住
民・企業

起債申請　　年２回
補助金請求　年２回（概算・精算）

起債申請　　年２回
補助金請求　年２回（概算・精算）

起債申請　　年２回
補助金請求　年２回（概算・精算）

管路工事　　22件
補償費　　　15件

200400-508-01

単独事業及び起債申請事
務（公共単独）

整備区域内の住
民・企業

　年２回 　年２回 　年２回 工事　　 　　 56件
測量試験費　　 6件
補償費　　　　15件

200400-508-02

起債申請事務（流域）

流域下水道区域住
民等

　年２回 　年２回 　年２回 建設負担　79,357,775円200400-508-03

200400-509

公共及び特定公共下水道
使用料に関する事務

業務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

03

内部管理事務

事務の効率化及び収納率の向上。徴収委託、調定、認定計算、納付
書の発送、督促

法令の実施義務（自治事務）

50,116

公共及び特定公共下水道
使用料に関する事務

使用開始している
住民等　

公共下水道延べ　　　279,115件
特定公共下水道延べ　　1,432件

公共下水道延べ　　　270,686件　特定
公共下水道延べ　　1,406件

公共下水道延べ　　　257,689件　特定
公共下水道延べ　　1,407件

公共下水道延べ　　　248,854件　特定
公共下水道延べ　　1,450件

200400-509-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

200400-510

汚水施設使用料に関する事
務

業務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

03

内部管理事務

事務の効率化及び収納率の向上。徴収委託、調定、認定計算、納付
書の発送

一般 法令の実施義務（自治事務）

364

汚水施設使用料に関する
事務

使用開始している
住民等　

延べ調定件数1,232件 延べ調定件数1,248件 延べ調定件数1,280件 延べ調定件数1,391件200400-510-01

200400-511

受益者負担金の徴収に関
する事務

業務係06-05-03
公営企業の効率的運営の
推進

05

ソフト事業（任意）

適正な負担金請求、督促状及び催告書の発送。受益者負担金の督
促状及び催告書の電算出力、発送

法令に定めはあるが任意の自治事務

都市計画法、下水道法
　北上市公共下水道受
益者負担条例・同規則

8,339

受益者負担金の徴収に関
する事務

市民 督促状延発送件数　518件
催告書の延発送件数1,208件

督促状延発送件数　588件
催告書の延発送件数1,164件

督促状延発送件数　642件
催告書の延発送件数1,060件

督促状及び催告書の発送200400-511-01

200400-513

下水道事業会計予算編成
事務

業務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

03

内部管理事務

下水道事業健全経営及び執行管理。当初予算、補正予算編成法令の実施義務（自治事務）

3,786

下水道事業会計予算編成
事務

下水道事業関係課 当初予算
補正予算　年４回（６月、９月、12月、３
月）

当初予算
補正予算　年２回（６月、12月）

当初予算
補正予算　年２回（９月、12月）

当初予算
補正予算　年２回（９月、12月）

200400-513-01

200400-514

下水道事業会計負担金

業務係07-02-10
上下水道部門（内部管理事
務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

雨水処理・子ども手当支給に要する経費について繰出すための経
費。下水道事業会計営業費用に充てるための繰出金

一般 法令の実施義務（自治事務）

（昭和49年2月22日付
自治企第27号自治省
財政局長通知）ほか繰
出基準による

18,961

下水道事業会計負担金

下水道事業 負担金　18,646,000円 負担金　20,702,000円 負担金　28,822,000円 負担金　17,625,000円200400-514-01

200400-515

下水道事業会計出資金

業務係07-02-10

上下水道部門（内部管理事
務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

使用料収入及び受益者負担金収入の増収を図る。下水道事業資本
的経費に充てるための繰出金

一般 法令の実施義務（自治事務）

（昭和49年2月22日付
自治企第27号自治省
財政局長通知）ほか繰
出基準による

348,158

下水道事業会計出資金

下水道事業 出資金　347,843,000円 出資金　324,024千円 出資金　266,529千円 出資金　311,768千円200400-515-01

200400-516

下水道事業会計補助金

業務係07-02-10
上下水道部門（内部管理事
務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

使用料収入及び受益者負担金収入の増収を図る。下水道事業会計
営業費用に充てるための繰出金

一般 法令の実施義務（自治事務）

（昭和49年2月22日付
自治企第27号自治省
財政局長通知）ほか繰
出基準による。

951,770
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

下水道事業会計補助金

下水道事業 基準内繰出金　　738,966,033円
基準外繰出金　  212,022,967円

基準内繰出金　　695,564千円
基準外繰出金　  145,355千円

基準内繰出金　　725,274千円
基準外繰出金　  677,790千円

基準内繰出金　1,021,420千円
基準外繰出金　  540,000千円

200400-516-01

200400-517

流域下水道維持管理負担
金

業務係05-02-02

適正な汚水処理の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

公共水域の保全に寄与し、衛生的で快適な生活を実現。市排水計画
による流域協議、確認、負担

法令の努力義務（自治事務）

580,364

流域下水道維持管理負担
金

流域下水道区域住
民等

負担額　551,947,743円 負担額　609,912,740円200400-517-01

200400-518

下水道事業企業債管理事
務

業務係05-02-02

適正な汚水処理の推進

03

内部管理事務

適正な起債の借入、償還及び借換等による利息節減。起債計画書
作成、起債借入、起債償還等事務

法令に特に定めのないもの

下水道事業企業債管理事
務

下水道事業関係課 起債協議借入額　1,106,400,000円
償還額（元金）　1,871,549,145円

起債協議借入額　1,259,200千円
償還額（元金）　1,917,785千円

起債協議借入額　1,212,400千円
償還額（元金）　1,993,168千円

起債協議借入額　552,800千円200400-518-01

200400-519

下水道事業決算事務

業務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

03

内部管理事務

下水道事業経営分析及び経営状態分析。決算書作成、決算統計、
下水道統計、財務諸表作成（貸借対照表、損益計算書）、キャッシュ・
フロー計算書作成

法令の実施義務（自治事務）

2,353

下水道事業決算事務

議会、市民 決算書作成、監査資料作成、決算統
計、下水道統計

決算書作成、監査資料作成、決算統
計、下水道統計

決算書作成、監査資料作成、決算統
計、下水道統計

決算書作成、監査資料作成、決算統
計、下水道統計

200400-519-01

200400-520

下水道事業契約に関する事
務

業務係06-05-03
公営企業の効率的運営の
推進

03

内部管理事務

適正かつ厳正、公平な契約、低廉な請負額。公正、適正な契約管理（未入力）

1,082

下水道事業契約に関する
事務

　年間延べ38件 　年間延べ33件 　年間33延べ33件200400-520-01

200400-521

下水道事業電算業務に関
する事務

業務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

03

内部管理事務

事務の省力化、簡素化。下水道事業財務会計及び下水道受益者負
担金システム

法令に特に定めのないもの

下水道事業電算業務に関
する事務

下水道関係課 執行なし システム変更及び開発 システム変更及び開発 システム変更及び開発200400-521-01

200400-522

地域衛生処理センター事務
負担金

業務係05-02-02
適正な汚水処理の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

住み良い環境保全、水質保全の実現。地域衛生処理センター維持管
理のための職員人件費負担金

一般 法令に特に定めのないもの

9,395
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

地域衛生処理センター事
務負担金

下水道事業 負担金　9,238,000円 負担金　9,386千円 負担金　9,176千円 負担金　9,614千円200400-522-01

200400-523

日本下水道事業団業務運
営費補助金

業務係05-02-02

適正な汚水処理の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

下水道に関する技術援助、技術者の養成、技術開発。確認、負担法令に特に定めのないもの

465

日本下水道事業団業務運
営費補助金

日本下水道事業団 　104,000円 　132,000円 　167,000円200400-523-01

200400-524

日本下水道協会会費

業務係05-02-02

適正な汚水処理の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

下水道整備を早期かつ計画的に進めるため、予算の確保に向けて
の要望及び下水道関係団体への支援、広報活動・講習会、説明会の
開催。下水道事業実施市町村等会員

法令に特に定めのないもの

266

日本下水道協会会費

日本下水道協会 　　265,920円 　　263,580円200400-524-01

200400-525

日本下水道協会東北支部
会費

業務係05-02-02

適正な汚水処理の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

下水道整備を早期かつ計画的に進めるため、予算の確保に向けて
の要望及び下水道関係団体への支援、広報活動・講習会、説明会の
開催。下水道事業実施市町村等会員

法令に特に定めのないもの

日本下水道協会東北支部
会費

日本下水道協会東
北支部

Ｈ24執行なし Ｈ23執行なし200400-525-01

200400-526

日本下水道協会岩手県支
部会費

業務係05-02-02
適正な汚水処理の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

下水道整備を早期かつ計画的に進めるため、予算の確保に向けて
の要望及び下水道関係団体への支援、講習会・説明会の開催。下水
道事業実施市町村等会員

法令に特に定めのないもの

397

日本下水道協会岩手県支
部会費

日本下水道協会岩
手県支部

36,000円 Ｈ23執行なし200400-526-01

200400-601

農業集落排水事業特別会
計繰出金

集落排水係07-02-05

農林部門（内部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

農業集落排水事業特別会計への繰出金。農業集落排水事業特別会
計繰出金

一般 法令に特に定めのないもの

570,644

農業集落排水事業特別会
計繰出金

地区民 596,700千円
内訳　基準内　378,971千円、基準外
　190,729千円

繰出金　512,000千円 繰出金　512,000千円200400-601-01

200400-602

農業集落排水施設管理事
業

集落排水係05-02-02
適正な汚水処理の推進

02

施設管理・維持補
修事業

公共用水域の水質保全及び生活環境の改善を図る。農業集落排水
施設の維持管理及び保守点検の実施

農集排 法令の実施義務（自治事務）

浄化槽法

750,894
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

農業集落排水施設管理事
業（蔵屋敷地区）

蔵屋敷地区 供用戸数330戸供用人数1,183人　　保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数330戸供用人数1,318人　　保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数323戸供用人数1,322人　　保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数317戸供用人数1,289人　　保
守点検週1回、日常管理毎日

200400-602-01

農業集落排水施設管理事
業（新町地区）

新町地区 供用戸数169戸供用人数543人  　  保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数168戸供用人数590人  　  保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数168戸供用人数601人  　  保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数166戸供用人数618人  　  保
守点検週1回、日常管理毎日

200400-602-02

農業集落排水施設管理事
業（鳩岡崎地区）

鳩岡崎地区 供用戸数357戸供用人数1,348人　　保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数354戸供用人数1,377人　　保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数349戸供用人数1,248人　　保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数342戸供用人数1,256人　　保
守点検週1回、日常管理毎日

200400-602-03

農業集落排水施設管理事
業（飯豊地区）

飯豊地区 供用戸数323戸供用人数1,169人     保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数320戸供用人数1,256人     保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数317戸供用人数1,271人     保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数314戸供用人数1,270人     保
守点検週1回、日常管理毎日

200400-602-04

農業集落排水施設管理事
業（大堰川地区）

大堰川地区 供用戸数217戸供用人数1,117人　　保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数216戸供用人数1,826人　　保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数209戸供用人数1,783人　　保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数203戸供用人数1,729人　　保
守点検週1回、日常管理毎日

200400-602-05

農業集落排水施設管理事
業（元年地区）

元年地区 供用戸数217戸供用人数748人     保守
点検週1回、日常管理毎日

供用戸数217人供用人数779人     保守
点検週1回、日常管理毎日

供用戸数217人　供用人数797人      保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数216人　供用人数792人      保
守点検週1回、日常管理毎日

200400-602-06

農業集落排水施設管理事
業（更木地区）

更木地区 供用戸数300戸供用人数1,138人　　保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数299戸供用人数1,139人　　保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数296戸供用人数1,136人　　保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数292戸供用人数1,128人　　保
守点検週1回、日常管理毎日

200400-602-07

農業集落排水施設管理事
業（臥牛地区）

臥牛地区 供用戸数37戸供用人数152人        保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数37戸供用人数179人        保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数37戸供用人数180人        保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数38戸供用人数183人        保
守点検週1回、日常管理毎日

200400-602-08

農業集落排水施設管理事
業（村上地区）

村上地区 供用戸数294戸供用人数1,168人  保守
点検週1回、日常管理毎日

供用戸数290戸供用人数1,232人  保守
点検週1回、日常管理毎日

供用戸数279戸　供用人数1,199人  保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数274戸　供用人数1,231人  保
守点検週1回、日常管理毎日

200400-602-09

農業集落排水施設管理事
業（滑田・藤根地区）

滑田・藤根地区 供用戸数694戸供用人数2,278人     保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数666戸供用人数3,005人     保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数625戸供用人数2,883人     保
守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数570戸供用人数2,687人     保
守点検週1回、日常管理毎日

200400-602-11

農業集落排水施設管理
（黒岩地区）

地区民 供用戸数260戸　供用人数871人
保守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数251戸　供用人数853人
保守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数242戸　供用人数839人
保守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数224戸　供用人数767人
保守点検週1回、日常管理毎日

200400-602-12

農業集落排水施設管理事
業（下門岡地区）

下門岡地区 供用戸数114戸供用人数458人
保守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数109戸供用人数545人
保守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数92戸供用人数472人
保守点検週1回、日常管理毎日

供用戸数58戸供用人数225人
保守点検週1回、日常管理毎日

200400-602-13

200400-603

排水設備等の計画確認及
び工事検査事務

集落排水係05-02-02

適正な汚水処理の推進

05

ソフト事業（任意）

事業の推進および普及率の向上。宅内接続工事の設計審査および
完成検査

農集排 法令に特に定めのないもの

4,627
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

排水設備等の計画確認及
び工事検査事務

供用開始地区 申請件数58件 申請件数98件 申請件数133件 申請件数205件200400-603-01

200400-604

地域資源循環センター負担
金

集落排水係05-02-02

適正な汚水処理の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

美しい水環境の創造と快適な村づくり。事業を円滑に推進するため
技術開発や調査研究を専門的に行うことを目的とした公益法人

農集排 法令に特に定めのないもの

79

地域資源循環センター負
担金

県市町村 総会１回 総会１回 総会１回 総会１回200400-604-01

200400-605

排水施設設置事業

集落排水係05-02-02

適正な汚水処理の推進

07

施設等整備事業

施設の有効利用および普及率の向上。事業完了地区の公共桝新規
設置事業

農集排 法令に特に定めのないもの

5,706

排水施設設置事業

新規公共桝設置者 公共桝設置11件 公共桝設置13件 公共桝設置11件 公共桝設置3件200400-605-01

200400-606

農業集落排水事業の普及
及び指導事務

集落排水係05-02-02

適正な汚水処理の推進

05

ソフト事業（任意）

水質保全および生活環境の改善。農業集落排水事業説明および調
査

農集排 法令に特に定めのないもの

4,249

農業集落排水事業の普及
及び指導事務

全市 出前講座　0回、説明会0回、現地研修
　0回

出前講座　1回、説明会2回、現地研修
　2回

藤根地区ほか　15回 藤根地区ほか　12回200400-606-01

200400-607

使用料及び分担金に関する
事務

集落排水係05-02-02
適正な汚水処理の推進

05

ソフト事業（任意）

事業および維持管理の推進。使用料分担金の請求および収納農集排 法令に特に定めのないもの

8,812

使用料及び分担金に関す
る事務

供用開始地区およ
び事業実施地区

使用料42,435件 使用料37,326件 使用料39,150件、分担金955件 使用料38,292件、分担金984件200400-607-01

200400-608

農業集落排水施設管理組
合に関する事務

集落排水係05-02-02

適正な汚水処理の推進

05

ソフト事業（任意）

供用率の向上。管理組合の指導農集排 法令に特に定めのないもの

1,810

農業集落排水施設管理組
合に関する事務

１２管理組合 総会、役員会13回 総会、役員会14回 総会、役員会14回 総会、役員会14回200400-608-01

200400-609

排水施設設置費補助金

集落排水係05-02-02
適正な汚水処理の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

施設の有効利用、供用率の向上。公共桝新規設置工事費が５００千
円を超えた場合にその超えた金額の１／２の金額を補助する。

農集排 法令に特に定めのないもの

157
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

排水施設設置費補助金

新規公共桝設置者 補助金申請件数1件 補助金申請件数0件 補助金申請件数0件200400-609-01

200400-610

下水道償還基金費積立金

集落排水係05-02-02

適正な汚水処理の推進

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

下水道債償償還財源の積立。下水道償還基金積立金（農業集落排
水事業費の10％を県費補助）

一般 法令に特に定めのないもの

下水道償還基金費積立金

北上市 基金積立　　0円200400-610-01

200400-611

農業集落排水事業計画事
務

集落排水係05-02-02

適正な汚水処理の推進

05

ソフト事業（任意）

農業集落排水事業に係る財務及び諸事業等の中期的な計画の着実
な推進を図る。使用料の徴収事務の実施、円滑な管理運営のための
施設管理組合等との連携による施設修繕、災害復旧工事の実施、消
費税申告、財務処理等に係る適正な事務執行

農集排 法令に特に定めのないもの

18,794

農業集落排水事業計画事
務

供用区域内住民 使用料徴収件数　42,435件 使用料徴収件数　37,326件 使用料徴収件数　39,150件200400-611-01

200400-612

農業集落排水計量装置設
置費補助金

集落排水係05-02-02

適正な汚水処理の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

計量装置の設置により使用汚水量の把握ができる。計量装置設置費
用のうち8万円を上限に補助

農集排 法令に特に定めのないもの

552

農業集落排水計量装置設
置費補助金

計量装置設置者 補助金交付件数　1件 補助金交付件数　4件 補助金交付件数　１件200400-612-01

200400-613

農業集落排水施設災害復
旧事業

集落排水係05-02-02
適正な汚水処理の推進

07

施設等整備事業

被災した農業集落排水施設の復旧により効用回復を図る。農業集落
排水埋設管路、マンホール等災害復旧工事の実施

農集排 法令に特に定めのないもの

農業集落排水施設災害復
旧事業

地区民 補助事業0件、単独事業0件 補助事業6件、単独事業45件200400-613-01
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