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部重点施策における目標

事業開始の背景・経緯

事業概要

事業説明資料

○

公共用水域の水質保全と生活環境および公衆衛生の向上

住宅散在地域（公共下水道、農業集落排水による集合処理区域外）を対象に、浄化槽による汚水の適正な処理
を推進するため。

○浄化槽設置整備事業補助金（62基） 57,360千円
○浄化槽維持管理費補助金 2,490千円
○私設汚水管設置費補助金 408千円
○排水設備設置促進事業補助金 2,500千円
○水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 78千円
○岩手県浄化槽推進協議会負担金 25千円
○全国浄化槽推進市長村協議会負担金 1千円

浄化槽事業費

担当課長

事業手法の詳細１

浄化槽事業費 R3 62,862千円

１．岩手県浄化槽推進協議会負担金 25千円

２. 全国浄化槽推進市長村協議会負担金 1千円

３．浄化槽設置整備事業補助金 57,360千円
浄化槽設置に要する費用への補助（個人設置型）62基

４．私設汚水管設置費補助金 408千円
汚水管の整備に要する経費に対して補助 5件＝408千円

・補助対象：既存住宅の私設汚水管のうち、30mを超えた部分の延長
・補助限度額：240千円

５．排水設備設置促進事業補助金 2,500千円
高齢者又は子供がいる世帯が設置する排水設備等に要する経費に対して補助 25人

・補助対象：高齢者（65歳以上）、または子供（18歳未満）がいる世帯
・補助限度額：100千円

６.浄化槽維持管理費補助金 2,490千円
浄化槽の維持管理に要する費用に対して補助 249人

・補助対象：浄化槽を適正に維持管理している方
・補助限度額：10千円

７．水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 78千円
水洗便所への改造や排水設備の工事を行う方に改造資金の融資あっせんを行い、

その融資を行う金融機関に 利子補給を行う。 既存対象者4件 新規対象者0件
・補助限度額 融資限度額：一戸建 1,300千円

共同住宅1世帯につき500千円、ただし建物1棟あたり3,000千円
・融資利率 R2：2.0%
・利子補給 全額補給

16250000 建設部 下水道 伊藤 徳明
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○

生活に必要な基盤が整い、快適に暮らしています

し尿を収集・運搬、処理するために本事業を開始した。

○し尿汲取り業務 123,320千円
○北上地区広域行政組合分賦金（し尿処理分） 162,864千円

し尿処理事業費

担当課長

事業手法の詳細１

し尿処理事業 R3 286,184千円（R2 295,559千円 前年度比△9,375千円）

１．し尿汲取り業務 123,320千円（△6,634千円）
＜内訳＞

汲取り委託料（単価18㍑当たり118.8円）118,947千円
汲取り手数料収納事務委託料
（手数料収納額に100分の4を乗じた額に消費税加算）4,374千円

２．北上地区広域行政組合分賦金（し尿処理分） R3 162,864千円（△2,741千円）
広域でし尿等の共同処理を実施。
構成市町：花巻市、北上市、西和賀町
＜内訳＞総務費分賦金 13,746千円（△2,378千円）

（し尿分賦金と火葬場分賦金の合計額を関係市町の割合で算出）
し尿処理分賦金 149,118千円（△363千円）

（経常費分：均等割15％、利用割85％ 公債費分：人口割100％）

◇北上地区広域行政組合分賦金（花巻市全体分）
分賦金合計 196,829千円
＜内訳＞ 総務費分 16,614千円（火葬場分 2,868千円、し尿処理分 13,746千円）

火葬場分 31,097千円
し尿処理場分 149,118千円
※総務費は、火葬場分賦金額・し尿処理分賦金額の割合で按分

15100000 市民生活部 生活環境 松原 弘明
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※色付きのセルのみ入力してください。また、行・列の挿入や削除は絶対に行わないでください。 （単位：千円）

１．委託費
単位：千円 ○浄化センター長寿命化委託

　大迫浄化センター改築更新実施設計等 特環

　東和浄化センター改築更新実施設計等 公共

○処理場施設改築更新計画（ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
大迫浄化センターストックマネジメント計画策定 特環

東和浄化センターストックマネジメント計画策定 公共

○管路施設改築更新委託
　汚水MHP設備改築更新設計 公共

特環

　汚水MHP設備改築更新工事積算・現場　花巻 公共

　汚水MHP設備改築更新工事現場技術　大迫 特環

　マンホール鉄蓋鉄蓋交換（老朽化対策）業務委託 公共

　管路調査設計業務 公共

○管路施設改築更新委託（ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ対象外）
　ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ等更新業務（維持管理） 公共

○雨水施設改築更新委託（ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
　高田排水ポンプ場設備診断 公共

○耐水化計画策定
　ポンプ施設耐水化計画及び下水道事業ＢＣＰ（水害編） 公共

～ ○公共汚水桝設置 公共

○推進工事関連水質調査 公共

○その他浄化センター業務 特環

２.工事費
○下水道管渠整備（R2繰越）

○浄化センター長寿命化工事

　大迫浄化センター設備更新（回転数制御装置） 特環

　東和浄化センター設備更新（流量計・濃度計） 公共

　東和浄化センター設備更新（DO計・MLSS計） 公共

　 ○マンホールポンプ更新工事（桜台） 公共

【財源】
交付金対象　委託費及び管渠整備工事費：交付金1/2、起債1/2
　　　　　　浄化センター長寿命化委託費：交付金1/2、起債1/2
　　　　　　浄化センター長寿命化工事費：交付金5.5/10、起債4.5/10
起債対象　　全額起債（下水道管渠整備費は一部負担金あり）
単独　　　　市費

公共下水道事業（4条）

2,365,000 円
2,552,000 円

4,862,000 円
4,884,000 円

3,069,000 円
1,221,000 円

3,124,000 円
1,298,000 円

23,590,600 円

10,972,500 円

217,756,800 円
小森林３件、北部枝線１件、南部枝線１件　　計５件

52,883,600 円

14,866,500 円

6,387,700 円

281,612,900 円

令和 3 年度 事業説明資料 【 】

項会計 款

事後評価
伊藤 徳明担当課長

《事業手法の詳細》…概略図による事業手法の詳細と事業費の内訳を記載すること。
【適宜、セルは結合して構わないが、結合した1つのセル内は１文章程度にとどめること。】

担当部署 部名 建設部 課名 下水道

115,684,800 円

前年度
決算額

当該年度
決算額

次年度
現計予算額

決算額
前年比

事業費
725,690 397,298 △ 328,392

財
源
内
訳

国・県 257,017 154,595 △ 102,422

地方債 433,000 209,800 △ 223,200

2,497,000 円

7,348,000 円
38,154,600 円 ( 39件 )

22,286,000 円

事業概要

○下水道管渠布設等工事
○管渠詳細設計等業務委託
○工事及び受益者負担金説明会の開催

事業説明資料

意見・要望等の状況（市政懇談会や支所執務、議会答弁対応その他意見・提言等）

単年度繰返 期間限定 〔平成

事業開始の背景・経緯

部重点施策における目標

年度〕事業期間

22,000 円
748,000 円

18,030,100 円

11,262,900 円

目

01

事業ｺｰﾄﾞ

一般財源

事業名

年度 平成

△ 2,770

下水道 01 01 公共下水道事業（4条）

※特定財源の内訳

その他 35,673 32,903



※色付きのセルのみ入力してください。また、行・列の挿入や削除は絶対に行わないでください。 （単位：千円）

単位：千円

１．委託費

○処理場施設更新委託

～

○公共桝取付業務（8件）

２．工事費

　

農業集落排水事業（4条）

ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ湯口中部地区電気設備更新（機能強化）工事 22,926,200円

西南地区設備更新（機能強化）工事 30,030,000円

熊野地区真空管路設置業務 5,415,300円
西南地区クリーンセンター汚泥引抜ポンプ№1-2更新業務 506,000円

7,783,600円

71,436,200 円

ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ長根地区電気設備更新（機能強化）工事 18,480,000円
○機能強化工事 71,436,200円

イーハトーブ長根地区機能強化積算業務   

西南地区機能強化積算業務
熊野地区機能強化実施設計書作成業務

農業集落排水施設最適整備構想（再編計画）策定業務

湯本南方地区CCﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ電磁開閉器更新業務

農集花巻市上根子地内県道部マンホール鉄蓋更新業務 867,724円

イーハトーブ湯口中部地区機能強化実施設計書作成業務

8,512,724円

4,730,000円
517,000円
739,200円

3,274,700円

374,000円

706,200円

1,386,000円

令和 3 年度 事業説明資料 【 】

項会計 款

事後評価
伊藤 徳明担当課長

《事業手法の詳細》…概略図による事業手法の詳細と事業費の内訳を記載すること。
【適宜、セルは結合して構わないが、結合した1つのセル内は１文章程度にとどめること。】

担当部署 部名 建設 課名 下水道課

前年度
決算額

当該年度
決算額

次年度
現計予算額

決算額
前年比

事業費
76,353 101,444 25,091

○機能強化委託 13,711,500円

長根地区調査計画策定（機能強化）業務

財
源
内
訳

国・県 28,354 41,840 13,486

地方債 31,700 48,400 16,700

△ 2,371
3,064,600円

部重点施策における目標

年度〕事業期間

長根地区クリーンセンター調整ポンプ№1交換業務

71,500円
八重畑地区浄化C流量調整槽用ブロア交換業務 572,000円

東晴山地区下瀬マンホールポンプ場通報装置交換業務

事業概要

○実施設計等
　汚水処理施設及び管路施設の実施設計作成等
○機能強化工事
　汚水処理施設及び管路施設の更新・改築等工事

事業説明資料

意見・要望等の状況（市政懇談会や支所執務、議会答弁対応その他意見・提言等）

単年度繰返 期間限定 〔平成

事業開始の背景・経緯

汚水処理の適切な処理

目

01

事業ｺｰﾄﾞ

農業集落排水は、農村地域の生活環境の改善と公共用水域の水質保全を北敵に事業開始し平成22
年度に全地区の施設整備が完了した。現在は早期に供用開始した施設を中心に経年変化による老
朽化が進んでいることから、施設全体で計画的かつ効率的な老朽化対策に取り組んでいる。

一般財源 9,140 6,769

事業名

年度 平成

△ 2,724

下水道 02 01 農業集落排水事業（4条）

※特定財源の内訳

その他 7,159 4,435

30,007,824 円


