
課コード: 200300 課名称: 上下水道部上水道課平成25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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

200300-001

水道施設整備計画等に関
する事務

工務係05-02-01

安全・安心な給水の確保

03

内部管理事務

おいしい水を供給する水道事業の計画と、開示による住民サービス
を図り、水行政に対する市民の満足度の向上を目指す。水道事業の
市民生活のライフラインとしての機能を維持・発展を図り、水道施設
整備基本計画・建設計画に関する事務を行う。

水道 法令に特に定めのないもの

北上市上水道第５次
拡張事業 2,144

水道施設整備計画等に関
する事務

全体計画区域内の
住民・企業等

配水管更新事業　一式
配水管布設事業　一式

配水管更新事業　一式 配水管更新事業　一式 配水管更新事業　一式200300-001-01

200300-002

老朽管更新事業に関する事
務

工務係05-02-01
安全・安心な給水の確保

07

施設等整備事業

おいしい水の安定・安心供給と、漏水防止による水資源の有効活用
を図り、市民の水行政に対する満足度を高める。基幹管路における
布設後25年以上経過した鋼管、塩化ビニル管等を対象とする老朽管
更新事業の設計・施工管理に関する事務を行う。

水道 法令に特に定めのないもの

北上市上水道第５次
拡張事業 10,056

老朽管更新事業に関する
事務

老朽配水管の布設
区域の利用者

24年度より、国庫補助事業水道広域化
促進事業へ移行

24年度より、国庫補助事業水道広域化
促進事業へ移行

22年度は事業送りとなっているので事業
量はなし。

22年度は事業送りとなっているので事業
量はなし。

200300-002-01

200300-004

建設改良事業に関する事務

工務係05-02-01

安全・安心な給水の確保

07

施設等整備事業

配水管等の整備によるおいしい水の安定・安心供給の推進を図り、
水行政に対する市民の満足度の向上を図る。有収率の向上を図る
配水管布設事業の設計・施工管理に関する事務等を行う。

水道 法令に特に定めのないもの

北上市第５次拡張事
業 2,958

建設改良事業に関する事
務

配水管の布設区域
の水道利用者

送配水管布設工事
φ75～150　 L＝ｍ
実施設計業務委託  N＝0件

送配水管布設工事
φ75～150　　　    L＝281.2ｍ
実施設計業務委託  N＝0件

送配水管布設工事
φ50～250　　　    L＝8,628.9ｍ
実施設計業務委託  N＝7件

送配水管布設工事
φ50～500　　　    L＝10,739.3ｍ
実施設計業務委託  N＝4件

200300-004-01

200300-005

受託事業に関する事務

工務係05-02-01
安全・安心な給水の確保

07

施設等整備事業

他機関の事業促進と、配水管の耐久性向上など整備促進を整備し、
遅滞なく上水の供給を図る。他機関からの水道管移設工事等の設
計・施工管理に関する事務を行う。

水道 法令に特に定めのないもの

3,401

受託事業に関する事務

配水管の移設区域
の水道利用者

φ75～200　L=ｍ
消火栓新設　  　 N=9基
配水本管受託件数 N=3件
給水管等受託件数 N=1件

φ75～200　　　L=12.6ｍ
消火栓新設　  　 N=7基
配水本管受託件数 N=2件
給水管等受託件数 N=3件

φ75～250　　　L=57.4ｍ
消火栓新設　  　 N=6基
配水本管受託件数 N=3件
給水管等受託件数 N=6件

φ100　　　　L=114.3ｍ
消火栓新設　  　 N=8基
配水本管受託件数 N=1件
給水管等受託件数 N=9件

200300-005-01

200300-006

国庫補助事業に関する事務

工務係05-02-01

安全・安心な給水の確保

07

施設等整備事業

国庫補助対象事業の補助金としての財源を確保して、適正な水道施
設の整備を目指す。国庫補助事業に関する申請及び請求の事務を
行う。

水道 法令に特に定めのないもの

北上市上水道第５次
拡張事業 4,584

国庫補助事業に関する事
務

老朽管更新 水道広域化促進事業として、25年経過
老朽配水管φ50～φ150　L=13,021ｍ
更新

水道広域化促進事業として、25年経過
老朽配水管φ50～φ150　L=13,484ｍ
更新

23年度は国庫補助対象事業は該当な
し。
ただし、広域化基本構想を基に次年度
以降の整備計画事務は該当あり。　　

22年度は国庫補助対象事業は該当な
し。
ただし、調査・報告事務は該当あり。　　

200300-006-01

200300-007

企業債に関する事務

工務係06-05-03
公営企業の効率的運営の
推進

07

施設等整備事業

起債対象事業の起債としての財源を確保して、適正な水道施設の整
備を目指す。企業債に関する事業計画及び申請の事務を行う。

水道 法令に特に定めのないもの

2,070

2015年3月10日 1/10 ページ



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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

企業債に関する事務

老朽管更新事業 起債借入額（配水管敷設事業）
　　　　　　　　　　　283,100千円
起債事業ヒアリング　1回
変更申請　　　　　　1回
翌年度要望　　　　　1回

起債借入額（配水管敷設事業）
　　　　　　　　　　　200,700千円
起債事業ヒアリング　1回
変更申請　　　　　　1回
翌年度要望　　　　　1回

起債借入額（配水管敷設事業）
　　　　　　　　　　　327,300千円
起債事業ヒアリング　1回
翌年度要望　　　　　1回

起債借入額（配水管敷設事業）
　　　　　　　　　　　300,000千円
起債事業ヒアリング　1回
翌年度要望　　　　　1回

200300-007-01

200300-008

管路台帳等の整備に関する
事務

工務係05-02-01

安全・安心な給水の確保

03

内部管理事務

年度末集計データによる最新の管路台帳等整備を図り、水道施設の
維持管理の向上を目指す。固定資産の登録及び除却のための資料
等（工事費精算表）作成事務を行い、管路台帳の更新に反映させる。

水道 法令に特に定めのないもの

上水道第5次拡張事業

4,584

管路台帳等の整備に関す
る事務

管路台帳等　 改良工事精算書　　件
受贈財産精算書　　 1件
土地の購入清算書　 0件

改良工事精算書　　27件
受贈財産精算書　　 1件
土地の購入清算書　 0件

改良工事精算書　　17件
受贈財産精算書　　 4件
土地の購入清算書　 2件

改良工事精算書　　21件
受贈財産精算書　　 3件

200300-008-01

200300-009

配水管整備工事等の道路
占用に関する事務

工務係05-02-01

安全・安心な給水の確保

03

内部管理事務

円滑に道路占用許可を得ることにより、迅速な整備事業を推進する。
配水管整備工事等に係る道路占用許可申請等に関する事務を行う。

水道 法令の実施義務（自治事務）

道路法32条 北上市上水道第５次
拡張事業 1,257

配水管整備工事等の道路
占用に関する事務

道路占用を伴う配
水管等整備工事　

申請件数　国道４号　1件
　　　　　　　県道等　　 2件
　　　　　　　市道等　　24件

申請件数　国道４号　0件
　　　　　県道等　　5件
　　　　　市道等　　23件

申請件数　国道４号　0件
　　　　　県道等　　5件
　　　　　市道等　　17件

申請件数　国道４号　1件
　　　　　県道等　　3件
　　　　　市道等　　20件

200300-009-01

200300-010

水道技術管理者に関する事
務

給水係05-02-01

安全・安心な給水の確保

03

内部管理事務

水道技術上の事務に従事し、またこれら事務に従事する他の職員の
監督。水道技術管理者に関する事務

水道 法令の実施義務（自治事務）

水道法第19条

813

水道技術管理者に関する
事務

水道技術管理者 水道技術管理者の技術上の改善指導
回数　0回/年(浄水場立入者の健康診
断、確認印)

水道技術管理者の技術上の改善指導
回数　0回/年(浄水場立入者の健康診
断、確認印)

水道技術管理者の技術上の改善指導
回数　0回/年(浄水場立入者の健康診
断、確認印)

水道技術管理者のの技術上の改善指
導回数　0回/年(浄水場立入者の健康
診断、確認印)

200300-010-01

200300-011

給水装置工事事業者に関
する事務

給水係05-02-01

安全・安心な給水の確保

03

内部管理事務

指定を受けようとする者の登録及び指定を受けた者の指導。水道工
事業者の登録、指導

水道 法令に定めはあるが任意の自治事務

水道法第16条の2、北
上市水道事業給水条
例8条

1,701

給水装置工事事業者に関
する事務

指定給水装置工事
事業者　

指定停止等措置件数　0件
指定業者数　180社

指定停止等措置件数　0件
指定業者数　176社

指定停止等措置件数　3件
指定業者数　177社

指定停止等措置件数　1件
指定業者数　174社

200300-011-01

200300-012

加入金及び手数料に関する
事務

給水係05-02-01

安全・安心な給水の確保

03

内部管理事務

市内で給水を受けるための費用の徴収。加入金及び検査手数料の
調定及び収納

水道 法令に特に定めのないもの

北上市水道事業給水
条例第7条、第28条 1,701

加入金及び手数料に関す
る事務

給水工事申請者　 給水工事件数　　734件
加入金件数　　　831件

給水工事件数　　645件
加入金件数　　　670件

給水工事件数　　611件
加入金件数　　　618件

給水工事件数　　617件
加入金件数　　　450件

200300-012-01

200300-013

漏水防止に関する事務

給水係05-02-01
安全・安心な給水の確保

03

内部管理事務

上水道利用者に対し安定供給を行うため、水道管路の維持･予防･保
全を行う。漏水修理、漏水調査

水道 法令に特に定めのないもの

北上市上水道事業基
本計画書 10,500
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

漏水防止に関する事務

市民 無効水量　　797,372Ｍ3
有収率　　　　87.50％　　　　
※3/27時点の見込み

無効水量　　855,881m3
有収率　　　　87.30％

無効水量　1,337,842m3
有収率　　　　83.09％

無効水量　　793,422m3
有収率　　　　87.50％

200300-013-01

200300-014

給水工事に関する事務

給水係05-02-01

安全・安心な給水の確保

03

内部管理事務

給水工事申請者が、安全に上水道を利用できるよう審査及び竣工検
査事務を行う。給水工事の設計審査・承認及び竣工検査・監督

水道 法令に特に定めのないもの

14,271

給水工事の設計審査の関
する事務

給水工事申請者 審査承認数　　735件 審査承認数　　633件 審査承認数　　617件 審査承認数　　617件200300-014-01

給水工事の検査に関する
事務

給水工事申請者 検査合格数　 768件
竣工再検査数　0件

検査合格数　 496件
竣工再検査数　0件

検査合格数　 609件
竣工再検査数　2件

検査合格数　 609件
竣工再検査数　2件

200300-014-02

200300-015

管路台帳の整理保管事務

給水係05-02-01

安全・安心な給水の確保

03

内部管理事務

管路情報を市民にまた維持管理上必要な情報を水道関係者に提供
する。管路台帳の整理、加除

水道 法令に特に定めのないもの

1,849

管路台帳の整理保管事務

管路情報を必要と
している市民及び
関係者　

管路図コピー件数　1021件　
管路更新延長　10000m

管路図コピー件数　976件　
管路更新延長　9345.7km

管路図コピー件数　976件　
管路更新延長　9345.7km

管路図コピー件数　1,160件　
管路更新延長　9.786km

200300-015-01

200300-016

施設の維持管理に関する事
務

給水係05-02-01

安全・安心な給水の確保

02

施設管理・維持補
修事業

送配水給水施設の維持･予防･保全を行うことにより上水道の安定供
給がなされている。上水道利用者に対し安定供給を行うため、送配
水給水施設の維持･予防･保全を行う。

水道 法令に特に定めのないもの

189,226

送配水施設の維持管理に
関する事務

上水道利用者 送配水管修理件数　26件 送配水管修理件数　48件 送配水管修理件数　76件 送配水管修理件数　107件200300-016-01

給水管の維持管理に関す
る事務

上水道利用者 給水管の修理件数　204件 給水管の修理件数　182件 給水管の修理件数　189件 給水管の修理件数　170件200300-016-02

給水管の新設、移設に関
する事務

給水管布設区域の
水道利用者

移設依頼件数　3件　 移設依頼件数　3件　 移設依頼件数　1件　 移設依頼件数　9件　200300-016-03

給水装置の維持管理に関
する事務

水道利用者　 メーター交換件数(委託)5,800件 メーター交換件数(委託)5,000件　 メーター交換件数(委託)4,566件　 給水装置の修繕数　200件
メーター交換件数(委託)6,036件　

200300-016-04

修繕等の基準単価に関す
る事務

指定給水装置工事
事業者

資材単価作成　一式
舗装単価作成　一式
労務単価作成　一式
補償金請求基準作成　一式

資材単価作成　一式
舗装単価作成　一式
労務単価作成　一式
補償金請求基準作成　一式

資材単価作成　一式
舗装単価作成　一式
労務単価作成　一式
補償金請求基準作成　一式

200300-016-05

消火栓の維持管理に関す
る事務

市民 消火栓修繕数　76件
管路布設替えに伴う交換含む

消火栓修繕数　30件 消火栓修繕数　11件 消火栓修繕数　20件200300-016-06
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

200300-017

道路占用等に関する事務

給水係05-02-01

安全・安心な給水の確保

03

内部管理事務

市民が安全に道路を利用できるよう道路占用事務を行う。給水工事
に伴う道路占用許可申請事務

水道 法令に特に定めのないもの

5,842

道路占用等に関する事務

道路を使用する市
民　

道路占用申請件数市道　196件
　　　　　　　　県道　　13件
　　　　　　　　国道　　5件
　　　　　　　法定外　 13件

道路占用申請件数市道　174件
　　　　　　　　県道　　6件
　　　　　　　　国道　　2件
　　　　　　　法定外　10件

道路占用申請件数市道　153件
　　　　　　　　県道　　6件
　　　　　　　　国道　　4件
自社復旧工事件数　　　163件

道路占用申請件数　158件
自社復旧工事件数　158件

200300-017-01

200300-018

開発行為に伴う給水施設に
関する事務

給水係05-02-01
安全・安心な給水の確保

03

内部管理事務

開発行為申請者が、安全に給水施設を利用できるよう審査及び竣工
検査事務を行う。開発行為による給水施設の審査

水道 法令に特に定めのないもの

1,701

開発行為に伴う給水施設
に関する事務

開発工事申請者　 開発行為審査件数　3件 開発行為審査件数　2件 開発行為審査件数　2件 開発行為審査件数　1件200300-018-01

200300-019

鉛管対策に関する事務

給水係05-02-01

安全・安心な給水の確保

03

内部管理事務

上水道利用者が、安全に上水道を利用できるよう鉛管の調査、対策
を行う。鉛管の現況調査

水道 法令に定めはあるが任意の自治事務

水道法第4条第1項第2
号中、鉛の水質基準 813

鉛管対策に関する事務

上水道利用者　 全給水件数　　46,800件　
鉛管使用件数　9,750件　
鉛管なし　　　31,273件　
不明　　　　　 5,777件　

全給水件数　　46,610件　
鉛管使用件数　10,094件　
鉛管なし　　　30,740件　
不明　　　　　 5,777件　　

全給水件数　　46,310件　
鉛管使用件数　10,654件　
鉛管なし　　　29,636件　
不明　　　　　 6,020件　　

全給水件数　　45,688件　
鉛管使用件数　14,774件　
鉛管なし　　　28,739件　　　

200300-019-01

200300-020

岩手中部広域水道企業団
からの受水に関する事務

給水係05-02-01

安全・安心な給水の確保

03

内部管理事務

上水道の安定供給のため、岩手中部広域水道企業団から受水す
る。受水量の積算及び調整

水道 法令に特に定めのないもの

基本水量の協定書に
よる 813

岩手中部広域水道企業団
からの受水に関する事務

岩手中部広域水道
企業団　

受水量　5,473,448m3
企業団水系の無効水量　800,000m3　
※3/27時点見込

受水量　5,164,806m3
企業団水系の無効水量　654,072m3　

受水量　5,517,796m3
企業団水系の無効水　1,013,238m3　

受水量　5,027,669m3
企業団水系の無効水　794,410m3　

200300-020-01

200300-021

受水槽の維持管理の指導
に関する事務

給水係05-02-01

安全・安心な給水の確保

03

内部管理事務

貯水槽水道の維持管理の徹底。10m3未満の貯水槽水道の維持管
理の指導

水道 法令に定めはあるが任意の自治事務

水道法第14条第2項第
5号、北上市給水条例
第35号、第36号

1,701

受水槽の維持管理の指導
に関する事務

貯水槽水道の設置
者及び利用者

貯水槽水道設置数　498件　
貯水槽水道苦情件数　0件

貯水槽水道設置数　423件　
貯水槽水道苦情件数　0件

貯水槽水道設置数　391件　
貯水槽水道苦情件数　0件

貯水槽水道設置数　342件
貯水槽水道苦情件数　0件

200300-021-01

200300-022

給水管工事の補助制度に
関する事務

給水係05-02-01

安全・安心な給水の確保

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

上水道の利用を促進し、生活環境の促進を図る。遠距離給水管等に
対する補助金交付

水道 法令に特に定めのないもの

1,257

給水管工事の補助制度に
関する事務

上水道の利用が困
難な市民

遠距離給水工事件数　3件 遠距離給水工事件数　2件　 遠距離給水工事件数　3件　 遠距離給水工事件数　0件　200300-022-01
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

200300-023

北上中部工業用水道事業
に関する事務

管理係05-02-01

安全・安心な給水の確保

03

内部管理事務

工業用水道事業の円滑な運営。岩手県企業局との委託契約及び報
告

水道 法定受託事務

工業用水道事業法 浄水場施設の維持管
理 15,898

北上中部工業用水道事業
に関する事務

岩手県企業局 工業用水道事業業務委託契約の締結、
月報作成提出、四半期ごとの委託業務
完了報告書の作成提出、次年度業務計
画書の作成提出、9ヶ年業務計画書の
作成

工業用水道事業業務委託契約の締結、
月報作成提出、四半期ごとの委託業務
完了報告書の作成提出、次年度業務計
画書の作成提出、10ヶ年業務計画書の
作成

工業用水道事業業務委託契約の締結、
月報作成提出、四半期ごとの委託業務
完了報告書の作成提出、次年度業務計
画書の作成提出、10ヶ年業務計画書の
作成

工業用水道事業業務委託契約の締結、
月報作成提出、四半期ごとの委託業務
完了報告書の作成提出、次年度業務計
画書の作成提出、10ヶ年業務計画書の
作成

200300-023-01

200300-024

浄水場施設の維持管理に
関する事務

管理係05-02-01
安全・安心な給水の確保

02

施設管理・維持補
修事業

浄水施設の整備と維持管理を計画的に実施することにより、供給規
定に則った工業用水の安定供給及びおいしい上水道水の安定・安心
供給を維持する。

水道 法令の実施義務（自治事務）

水道法、工業用水道法 北上中部工業用水道
事業 24,106

北上川浄水場の維持管理
に関する事務

上水道利用者 施設設備修繕　9件
業務委託　　　　7件

施設設備修繕　10件
業務委託　　　 6件　

施設設備修繕　10件
業務委託　　　 7件　

施設設備修繕　15件
業務委託　　　 6件　

200300-024-01

浄水場の施設整備

上水道利用者 導水管更新工事　　193,725千円
導水管用地取得　　3,848千円
取水ポンプ外更新工事　20,790千円
北上川浄水場改修工事監理業務委託
　2,415千円

北上川浄水場導水管用地測量業務委
託費　945千円
導水管更新工事　61,655千円
表洗流量計外更新工事
　38,966千円
取水ポンプ仕切弁更新工事外5件
　 17,256千円

北上川浄水場改修詳細設計業務委託
費　2,747千円
取水流量計外更新工事
　16,800千円
油膜検知器更新工事外2件
　 9,577千円

中央監視制御設備等更新工事監理業
務委託費　2,079千円
中央監視制御設備等更新工事
　280,825千円
高圧気中開閉器更新工事外3件35,718
千円

200300-024-02

共用施設維持管理に関す
る事務

上水道利用者及び
工業用水道利用者

施設設備修繕　11件
業務委託　　　21件

施設設備修繕　 8件
業務委託　　　20件　　

施設設備修繕　17件
業務委託　　　18件　　

施設設備修繕　10件
業務委託　　　21件　　

200300-024-03

和賀川浄水場の維持管理
に関する事務

上水道利用者 施設設備修繕　0件
業務委託　　　1件

施設設備修繕　 0件
業務委託　　　 3件

施設設備修繕　 0件
業務委託　　　 2件

施設設備修繕　 0件
業務委託　　　 3件

200300-024-04

江釣子浄水場、その他の
浄水施設の維持管理に関
する事務

上水道利用者 施設設備修繕　2件
業務委託　　　3件

施設設備修繕　3件
業務委託　　　5件

施設設備修繕　8件
業務委託　　　6件

施設設備修繕　6件
業務委託　　　6件

200300-024-05

ポンプ場、配水池の維持
管理に関する事務

上水道事業 施設設備修繕　3件
業務委託　　　9件　　　　

施設設備修繕　10件
業務委託　　　13件

施設設備修繕　4件
業務委託　　　8件

施設設備修繕　10件
業務委託　　　10件

200300-024-06

ポンプ場、配水池等の施
設施設整備

上水道利用者 鷹鳥羽ポンプ場撤去工事　6,888千円
新田ポンプ室送水ポンプ外更新工事
　1,654千円
相去配水池外直流電源装置更新工事
　9,030千円

新田ポンプ場外水道施設撤去工事
　6,615千円
鬼柳配水池外追加塩素注入器更新工
事　　8,610千円
和賀第一配水池外配水流量計更新工
事　　7,227千円
稲瀬配水池外残留塩素計更新工事他２
件　　12,274千円

萱刈場ポンプ場外水道施設撤去工事
　7,140千円

仙人第２配水池外水道施設撤去工事
　6,300千円

200300-024-07

工業用水道施設の維持管
理に関する事務

工業用道水利用者 施設設備修繕　1件
中間水PH計更新工事　1件
業務委託　　　　7件

施設設備修繕　2件
業務委託　　　4件

施設設備修繕　1件
業務委託　　　4件

施設設備修繕　2件
業務委託　　　5件

200300-024-08
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

200300-025

水質管理事務

水質係05-02-01

安全・安心な給水の確保

01

ソフト事業（義務）

上水道需要者が、安全、安心に上水道を利用できるよう、水質の安
全保持に必要な業務を行う。上水道の水質管理全般に係る、工程管
理、月次及び年次水質検査、末端給水栓毎日検査等の業務及び必
要に応じて臨時水質検査を行なう。

水道 法令の実施義務（自治事務）

水道法第20条他、工業
用水道事業法第19条
他

16,785

水質検査機器の維持管理
に関する事務

　上水道利用者　 検査機器保守点検　自主検査　2件
粉末活性炭注入等水処理改良試験
　　　　

検査機器保守点検委託　　　2件
粉末活性炭注入等水処理改良試験
　　　　

検査機器保守点検委託　　　3件
粉末活性炭注入等水処理改良試験
　　　　

検査機器保守点検委託　　　4件
粉末活性炭注入等水処理改良試験
　　　　

200300-025-01

上水の水質検査に関する
事務

上水道利用者 浄水月次検査　　　10 箇所
原水月次検査　　 　 5 箇所
企業団委託回数　 15 回/年
放射能検査　　　     4 回/年
その他委託　　　     2 回/年

浄水月次検査　　10箇所
原水月次検査　　 5箇所
企業団委託回数　15回/年
放射能検査　　　 6回/年
その他委託　　　 2回/年

浄水月次検査　　10箇所
原水月次検査　　 5箇所
企業団委託回数　10回/年
放射能検査　　　10回/年
その他委託　　　3回/年

浄水月次検査　　10箇所
原水月次検査　　 5箇所
企業団委託回数　10回/年
その他委託　　　3回/年

200300-025-02

配水施設の水質検査に関
する事務

上水道利用者 月次点検　　18箇所
年次配水池等点検　　9箇所

月次点検　　18箇所
年次配水池等点検　　9箇所

月次点検　　14箇所
年次配水池等点検　　9箇所

月次点検　　14箇所
年次配水池等点検　　9箇所

200300-025-04

毎日検査

上水道利用者 水質毎日検査委託　　 31箇所
　　　　　　　委託料　1,872千円

水質毎日検査委託　　 31箇所
　　　　　　　委託料　1,727千円

水質毎日検査委託　　 31箇所
　　　　　委託料　1,864千円

水質毎日検査委託　　30箇所
　　　　　委託料　1,780千円

200300-025-05

水質検査計画の策定

上水道利用者 情報公開手段　ホームページ
　　　　　　　　　　上水道課窓口

情報公開手段　ホームページ
　　　　　　　上水道課

情報公開手段　ホームページ
　　　　　　　上水道課

情報公開手段　ホームページ
　　　　　　　本庁上水道課
　　　　　　　３図書館

200300-025-06

共用及び工業用水水質検
査機器の維持管理に関す
る事業

上水道及び工業用
水道利用者

週次点検　1名/週
月次点検　2名/月
水質連続測定器保守点検　1回/年

週次点検　1名/週
月次点検　3名/月
水質連続測定器保守点検　1回/年

週次点検　1名/週
月次点検　3名/月
水質連続測定器保守点検　1回/年

週次点検　1名/週
月次点検　3名/月
油膜検知器保守点検　1回/年
水質連続測定器保守点検　1回/年

200300-025-08

水安全計画の策定に関す
る業務

上水道利用者 期間　　平成26年度
　　　　　策定後一部改訂
情報公開予定（上水道課窓口）

期間　　平成24年度
　　　　策定後一部改訂
情報公開予定（上水道課窓口）

策定期間　平成22年度から23年度
策定後一部情報公開予定（ホームペー
ジ、上水道課窓口）

策定期間　平成22年度から23年度
策定後一部情報公開予定
（ホームページ、上水道課窓口、３図書
館）

200300-025-09

200300-026

応急対応に関する事務

給水係05-02-01

安全・安心な給水の確保

03

内部管理事務

平日夜間、休日における水道施設事故対応と給水袋等の応急資機
材の確保購入。応急対応業務及び応急資材の確保、購入

水道 法令に特に定めのないもの

3,697

応急対応に関する事務

市民 応急対応件数　47件 応急対応件数　43件 応急対応件数　40件 応急対応件数　32件200300-026-01

200300-501

水道会計への出資金・補助
金事務(一般会計)

総務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

繰出基準に基づく繰出。一般会計からの補助金、出資金に係る事務一般 法令の努力義務（自治事務）

公営企業法　公営企業
繰出基準 198,657

水道会計への出資金・補
助金事務(一般会計)

　水道事業 出資金196,445千円（広域化促進事業
分175,300千円・広域化対策分21,145千
円）

出資金178,012千円（広域化促進事業
分158,000千円・広域化対策分20,012千
円）

出資金18,939千円（繰出基準元金分
18,939千円）

出資金17,926千円（繰出基準元金分
17,926千円）

200300-501-01
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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
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細事業コード
平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

200300-502

岩手中部広域水道企業団
出資金・補助金(一般会計)

総務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

繰出基準による繰出（出資、補助）、交付税算入分。岩手中部広域水
道企業団への出資金、補助金に係る事務

一般 法令の努力義務（自治事務）

地方公営企業法

184,085

岩手中部広域水道企業団
出資金・補助金(一般会
計)

岩手広域水道企業
団

岩手中部広域水道企業団補助金
10,566千円、出資金149,005千円

岩手中部広域水道企業団補助金
14,231千円、出資金147,056千円

岩手中部広域水道企業団補助金
16,950千円、出資金114,392千円

岩手中部広域水道企業団補助金
19,629千円、出資金122,034千円

200300-502-01

200300-503

企業債管理事務

総務係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

水道 法令に特に定めのないもの

2,514

企業債管理事務

　水道部 起債借入283,100千円 起債借入200,700千円 起債借入280,000千円 起債借入506,600千円200300-503-01

200300-504

予算編成事務

総務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

03

内部管理事務

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

地方公営企業法

7,542

予算編成事務

　水道部 当初予算、補正予算（３回） 当初予算、補正予算（２回） 当初予算、補正予算（２回） 当初予算、補正予算（２回）200300-504-01

200300-505

決算事務

総務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

03

内部管理事務

水道事業経営分析、経営状態分析。決算書作成、決算統計、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

水道 法令の実施義務（自治事務）

6,729

決算事務

議会、市民 決算書作成、監査資料作成、決算統
計、水道統計

決算書作成、監査資料作成、決算統
計、水道統計

決算書作成、監査資料作成、決算統
計、水道統計

決算書作成、監査資料作成、決算統
計、水道統計

200300-505-01

200300-506

水道事業会計会計事務

総務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

03

内部管理事務

適正な予算執行、収入支出、例月出納検査、資産台帳管理。予算執
行、収入支出伝票の作成、例月出納検査資料作成

水道 法令の実施義務（自治事務）

7,320

例月出納検査

監査事務局 年１２回 年１２回 年１２回 年１２回200300-506-01

経理状況報告

　一般会計 一般会計への経営状況報告（12回） 一般会計への経営状況報告（12回） 一般会計への経営状況報告（12回） 一般会計への経営状況報告（12回）200300-506-02

調定及び支出負担行為の
審査

　水道部 伝票審査年20,000件 伝票審査年20,000件 伝票審査年20,000件 伝票審査年20,000件200300-506-03
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

資金管理及び有価証券に
関する事務

　水道事業 資金運用に係る利子収入22,180千円 資金運用に係る利子収入17,143千円 資金運用に係る利子収入14,699千円 資金運用に係る利子収入13,047千円
（予算）

200300-506-04

小切手振出及び保管

水道部　 毎月10日、15日、20日、25日、30日 毎月10日、15日、20日、25日、30日 毎月10日、15日、20日、25日、30日 毎月10日、15日、20日、25日、30日200300-506-05

会計帳簿等の保管

　水道部 年12回 年12回 年12回 年12回200300-506-06

固定資産台帳の整備

　水道部 減価償却費、開発費、資産減耗費 減価償却費、開発費、資産減耗費 減価償却費、開発費、資産減耗費 減価償却費、開発費、資産減耗費200300-506-07

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）200300-506-08

収入及び支出に関する事
務

水道部 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200300-506-09

200300-507

契約に関する事務

総務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

03

内部管理事務

公正・適正な契約管理。上水道課における契約事務水道 法令の実施義務（自治事務）

2,070

契約に関する事務

業者 随意契約及び130万円以下の契約 随意契約及び130万円以下の契約 随意契約及び130万円以下の契約 随意契約及び130万円以下の契約200300-507-01

200300-508

電算業務に関する事務

総務係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。水道事業財務会計及び水道料金システム水道 法令に特に定めのないもの

3,697

電算業務に関する事務

水道部 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 システム変更及び開発200300-508-01

200300-509

普通財産の管理事務

総務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

03

内部管理事務

財産貸付収入の確保及び遊休資産の処分。普通財産の貸付及び売
買

水道 法令に特に定めのないもの

2,514

普通財産の管理事務

一般 貸付件数3件 貸付件数3件 貸付件数3件 貸付件数3件200300-509-01

200300-510

貯蔵品の管理

総務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

03

内部管理事務

在庫管理及び原価把握。貯蔵品の管理及び棚卸水道 法令の実施義務（自治事務）

1,257
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

貯蔵品の管理

水道部 貯蔵品の管理、棚卸 貯蔵品の管理、棚卸 貯蔵品の管理、棚卸 貯蔵品の管理、棚卸200300-510-01

200300-511

水道管保険に関する事務

総務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

03

内部管理事務

保険管理。水道管に係る保険の支払手続き水道 法令に特に定めのないもの

370

水道管保険に関する事務

水道協会 水道管保険のための調査及び支払 水道管保険のための調査及び支払 水道管保険のための調査及び支払 水道管保険のための調査及び支払200300-511-01

200300-512

水道料金徴収事務

総務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

01

ソフト事業（義務）

健全な水道事業経営の財源確保。適正な料金請求及び収納水道 法令の実施義務（自治事務）

1,257

給水台帳の整理事務

市民 開始、中止申込書の受付及び処理。委
託業者への指導

開始、中止申込書の受付及び処理。委
託業者への指導

開始、中止申込書の受付及び処理。委
託業者への指導

開始、中止申込書の受付及び処理。委
託業者への指導

200300-512-01

水道料金の納付書及び督
促状に関する事務

市民 納付書及び督促状の発送 納付書及び督促状の発送 納付書及び督促状の発送 納付書及び督促状の発送200300-512-02

水道料金収納事務

市民 口座振替及び郵便振替348,173件 口座振替及び郵便振替346,549件 口座振替及び郵便振替344,025件 口座振替及び郵便振替343,186件200300-512-03

水道料金の還付事務

市民 還付及び充当業務 還付及び充当業務 還付及び充当業務 還付及び充当業務200300-512-04

水道料金の減免に関する
事務

市民 水道料金減免額の算定 水道料金減免額の算定 水道料金減免額の算定 水道料金減免額の算定200300-512-05

水道料金の窓口収納事務

市民 水道料金の窓口収納 水道料金の窓口収納 水道料金の窓口収納 水道料金の窓口収納200300-512-06

200300-513

水道料金滞納整理事務

総務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

01

ソフト事業（義務）

未納料金の解消と収納率の向上。督促状の発送、給水停止、時効に
伴う欠損処理、承認者の管理

水道 法令の実施義務（自治事務）

1,701

水道料金催告事務

滞納者 催告書発行 催告書発行 催告書発行 催告書発行200300-513-01

給水停止処分事務

滞納者 給水停止及び徴収後の開栓 給水停止及び徴収後の開栓 給水停止及び徴収後の開栓 給水停止及び徴収後の開栓200300-513-02
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

不能欠損処分事務

滞納者 不納欠損処分　104件　  780,595円 不納欠損処分　128件　1,099,085円 不納欠損処分　122件　988,098円 不納欠損処分　164件1,231,478円200300-513-03

200300-514

水道料金調定事務

総務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

01

ソフト事業（義務）

水道料金の確定。検針、調定水道 法令の実施義務（自治事務）

1,701

水道料金検針事務

市民 業務委託により管理 業務委託により管理 業務委託により管理 業務委託により管理200300-514-01

水道料金認定・更正事務

市民 再検針及び減免規程による算定 再検針及び減免規程による算定 再検針及び減免規程による算定 再検針及び減免規程による算定200300-514-02

200300-515

水道部研修厚生

総務係05-02-01

安全・安心な給水の確保

03

内部管理事務

職員の資質向上、知識・技術の習得。水道部研修厚生水道 法令に特に定めのないもの

813

水道部研修厚生

職員 研修回数10回 研修回数10回 研修回数10回 研修回数10回200300-515-01

200300-516

量水器管理事業

総務係06-05-03

公営企業の効率的運営の
推進

03

内部管理事務

適正な計量をする為の交換。量水器の取替、購入、在庫管理水道 法令に特に定めのないもの

11,757

量水器管理事業

市民 取替及び購入 取替及び購入 取替及び購入 取替及び購入200300-516-01
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