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（総　則）

（業務の予定量）

(1)　年間有収水量 ㎥

(2)　処理戸数 戸

(3)　主要な建設改良事業

(ｱ) 公共下水道管渠等築造及び改良 千円

(ｲ) 流域下水道建設改良費負担 千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款　下水道事業収益 千円

第１項　営業収益 千円

第２項　営業外収益 千円

第３項　特別利益 千円

9,563,803

49,183

346,397

74,590

令和４年度　春日市下水道事業会計予算

第１条　令和４年度春日市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

収　　　　　　　　　　　入

1,883,910

453,494

0

2,337,404
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第２款　下水道事業費用 千円

第１項　営業費用 千円

第２項　営業外費用 千円

第３項　特別損失 千円

第４項　予備費 千円

（資本的収入及び支出）

第３款　下水道事業資本的収入 千円

第１項　企業債 千円

第２項　負担金 千円

第３項　補助金 千円

第４款　下水道事業資本的支出 千円

第１項　建設改良費 千円

第２項　借入金償還金 千円

収　　　　　　　　　　　入

支　　　　　　　　　　　出

1,567,023

100,371

1,711,021

188

1,000

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,046,437千円は、

1,892,754

支　　　　　　　　　　　出

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 25,516千円、減債積立金 476,275千円、過年度分損益勘定留保資金

493,555千円及び当年度分損益勘定留保資金 51,091千円で補填するものとする。）

520,586

429,237

1,137,786

383,200

180,545

37,015
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（企業債）

償　　還　　の　　方　　法

（一時借入金）

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

職員給与費 千円

（他会計からの補助金）

令和４年２月２５日提出

春日市長　　井　上　澄　和

下水道事業
資本費平準化債

126,000　千円

証書借入

　年4.0％以内（ただし、利率見
直し方式で借り入れる資金につ
いて、利率見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の利
率）

公共下水道事業債

流域下水道事業債 74,200　千円

第６条　一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に

第８条　下水道事業経営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、171,387千円である。

84,774

流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　財政融資資金及び地方公共
団体金融機構資金について
は、その融資条件により、銀
行その他の場合には、その債
権者と協定するものによる。
　ただし、企業財政その他の
都合により繰上償還又は低利
に借換えすることができる。

起　債　の　方　法 利　　　　　　　率起 債 の 目 的 限　　　度　　　額

183,000　千円

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。
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（単位 ： 千円）

予 定 額 備　　　　　　　　　　考

1 下水道事業収益 2,337,404

1 営業収益 1,883,910

1 下水道使用料 1,715,845

2 他会計負担金 168,065 雨水処理負担金等

2 営業外収益 453,494

1 受取利息及び 71 預金利息

配当金

3 補助金 165,766 他会計補助金

4 長期前受金戻入 283,715 長期前受補助金戻入等

5 雑収益 3,942

令和４年度春日市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

款 項 目

収　　　　　　　　　　入
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予 定 額 備　　　　　　　　　　考

2 下水道事業費用 1,892,754

1 営業費用 1,711,021

1 管渠費 67,416 修繕費等

2 業務費 71,017 委託料等

3 流域下水道費 621,648 負担金

4 総係費 75,718 給料等

5 減価償却費 875,222 有形固定資産減価償却費等

2 営業外費用 180,545

1 支払利息 110,141 企業債利息等

3 雑支出 1,004

4 消費税及び地方 69,400

消費税

3 特別損失 188

5 その他特別損失 188

4 予備費 1,000

1 予備費 1,000

支　　　　　　　　　　出

款 項 目
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予 定 額 備　　　　　　　　　　考

3 下水道事業 520,586

資本的収入 1 企業債 383,200

1 建設改良事業債 257,200 公共下水道事業債等

4 資本費平準化債 126,000

2 負担金 37,015

2 他会計負担金 37,015

3 補助金 100,371

1 国庫補助金 94,750

3 他会計補助金 5,621

予 定 額 備　　　　　　　　　　考

4 下水道事業 1,567,023

資本的支出 1 建設改良費 429,237

1 公共下水道費 346,397 工事請負費等

2 流域下水道費 74,590 負担金

4 固定資産購入費 8,250 委託料

2 借入金償還金 1,137,786

1 企業債償還金 1,137,786 償還金

款 項 目

支　　　　　　　　　　出

款 項 目

資本的収入及び支出

収　　　　　　　　　　入
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千円 千円

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー ２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 424,471 有形固定資産の取得による支出 △ 317,656

減価償却費 875,222 無形固定資産の取得による支出 △ 75,309

固定資産除却費 188 国庫補助金等による収入 86,136

貸倒引当金の増減額（△は減少） 45 一般会計からの繰入金による収入 40,494

賞与引当金の増減額（△は減少） 7 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 266,335

法定福利費引当金の増減額（△は減少） 63

長期前受金戻入額 △ 283,715 ３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

受取利息及び受取配当金 △ 71 一時借入れによる収入 500,000

支払利息 110,141 一時借入金の返済による支出 △ 500,000

未収金の増減額（△は増加） 51,809 建設改良費等の財源に充てるための

未払金の増減額（△は減少） △ 125,433 企業債による収入 383,200

小計 1,052,727 建設改良費等の財源に充てるための

利息及び配当金の受取額 71 企業債の償還による支出 △ 1,137,786

利息の支払額 △ 110,141 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 754,586

預り金の増減（△は減少） 26

業務活動によるキャッシュ・フロー 942,683 資金増加額（又は減少額） △ 78,238

資金期首残高 706,589

資金期末残高 628,351

令和４年度春日市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）
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　１　総括

本年度 0（0）10（1） 1,755 41,301 26,569 69,625 15,149 84,774 440千円 除く
前年度 0（0） 9（2） 3,505 38,230 25,498 67,233 14,059 81,292 535千円 除く
比　較 0（0）1（-1） △ 1,750 3,071 1,071 2,392 1,090 3,482

（　）内は短時間勤務職員外書き

811 4,287 704 739 748 1,776 9,968 7,536 0 0 0
748 3,974 1,019 563 748 1,270 10,079 7,097 0 0 0
63 313 △ 315 176 0 506 △ 111 439 0 0 0

　ア　会計年度任用職員以外の職員

本年度 0（0）10（0） 41,301 26,226 67,527 14,779 82,306 440千円 除く
前年度 0（0） 9（0） 38,230 25,194 63,424 13,373 76,797 535千円 除く
比　較 0（0） 1（0） 3,071 1,032 4,103 1,406 5,509

（　）内は短時間勤務職員外書き

811 4,287 704 739 748 1,776 9,625 7,536 0 0 0
748 3,974 1,019 563 748 1,270 9,775 7,097 0 0 0
63 313 △ 315 176 0 506 △ 150 439 0 0 0

　イ　会計年度任用職員

本年度 0（0） 0（1） 1,755 0 343 2,098 370 2,468 0千円 除く
前年度 0（0） 0（2） 3,505 0 304 3,809 686 4,495 0千円 除く
比　較 0（0）0（-1） △ 1,750 0 39 △ 1,711 △ 316 △ 2,027

（　）内は短時間勤務職員外書き

0 0 0 343 0
0 0 0 304 0
0 0 0 39 0

 給   与   費   明   細   書

区分
職員数 給　　　与　　　費

法定福利費
（千円）

合　　計
（千円）

備　　　　　考特別職
（人）

一般職
（人）

報酬
（千円）

給料
（千円）

手当
（千円）

計
（千円）

※児童手当
※児童手当

区　　　分
扶養手当
（千円）

地域手当
（千円）

住居手当
（千円）

通勤手当
（千円）

管理職手当
（千円）

時間外勤務
手当（千円）

期末手当
（千円）

勤勉手当
（千円）

特殊勤務手当
（千円）

退職手当
（千円）

管理職員特別勤
務手当（千円）

手　当　の
内　　　訳

本年度
前年度
比　較

区分
職員数 給　　　与　　　費

法定福利費
（千円）

合　　計
（千円）

備　　　　　考特別職
（人）

一般職
（人）

報酬
（千円）

給料
（千円）

手当
（千円）

計
（千円）

管理職員特別勤
務手当（千円）

手　当　の
内　　　訳

本年度
前年度
比　較

※児童手当
※児童手当

区　　　分
扶養手当
（千円）

給料
（千円）

期末手当
（千円）

勤勉手当
（千円）

特殊勤務手当
（千円）

退職手当
（千円）

地域手当
（千円）

住居手当
（千円）

通勤手当
（千円）

管理職手当
（千円）

時間外勤務
手当（千円）

扶養手当
（千円）

地域手当
（千円）

住居手当
（千円）

通勤手当
（千円）

区分
職員数 給　　　与　　　費

特別職
（人）

一般職
（人）

報酬
（千円）

退職手当
（千円）

手当
（千円）

計
（千円）

　　　　　　　　　　※児童手当
　　　　　　　　　　※児童手当

法定福利費
（千円）

合　　計
（千円）

備　　　　　考

管理職員特別勤
務手当（千円）

期末手当
（千円）

勤勉手当
（千円）

特殊勤務手当
（千円）

手　当　の
内　　　訳

本年度
前年度
比　較

管理職手当
（千円）

時間外勤務
手当（千円）

区　　　分
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２　給料及び手当の増減額の明細

区　　分 備　　　　考

0  行政職 10人 　　給与改定の状況

給　　料 346 2年度（給料の改定率）

0.00%

（千円） 3年度（給料の改定率）

2,725 2,725 0.00%

4年度（給料の改定率）

見込 0.00%

普通昇給率 1.71%

（千円）

手　　当 △ 1,166 　期末手当 △ 1,166

（千円）

2,237 　扶養手当 63

　地域手当 313

　住居手当 △ 315

　通勤手当 176

　時間外勤務手当 506

　期末手当 1,055

　勤勉手当 439

　人事異動等による増減

増減額（千円） 増減事由別内訳（千円） 説　　　　　明

 給与改定に伴う増減分

3,071  昇給に伴う増加分

1,071  制度改正に伴う増減分

 その他の増減分

 その他の増減分
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３　給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く。）

(1)　職員１人当たり給与

(2)　初任給

高　　校　　卒 154,900 154,900

大　　学　　卒 182,200 182,200

平  均  年  齢（歳） 45.9

区　　　　　　分 行　政　職　（円）
一般会計の制度

行政職（円）

平  均  年  齢（歳） 46.4

平均給料月額（円） 350,756

令和3年1月1日現在 平均給与月額（円） 414,689

区　　　　　　　　　　　　　　　分 行　政　職

平均給料月額（円） 349,467

令和4年1月1日現在 平均給与月額（円） 411,732
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(3)　級別職員数

（級別の基準となる職務） ※令和4年1月1日現在

主　　事

統括係長 主　　査

1　　　級

行　政　職

部　　長 課　　長 課長補佐 係　　長 主　　任 主　　事

合　計 9 100.0

区　　分 7　　　級 6　　　級 5　　　級 4　　　級 3　　　級 2　　　級

2　級

1　級

4　級 2 22.2

3　級 4 44.5

5　級 2 22.2

合　計 9 100.0

令和3年1月1日現在

7　級

6　級 1 11.1

2　級

1　級

4　級 2 22.2

3　級 4 44.5
令和4年1月1日現在

7　級

6　級 1 11.1

5　級 2 22.2

区　　　　　　分
行　　　　　政　　　　　職

級 職　員　数　（人） 構　　成　　比　（％）
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(4)　昇給

（A) （人）

（B) （人）

3 号給以下 （人）

4 号給 （人）

5 号給以上 （人）

（B) ／ （A) （％）

（A) （人）

（B) （人）

3 号給以下 （人）

4 号給 （人）

5 号給以上 （人）

（B) ／ （A) （％）比　　　　　　　　　率 88.9% 88.9%

号給数別内訳

1 1

6 6

1 1

比　　　　　　　　　率 80.0% 80.0%

前
　
　
年
　
　
度

職　　　　　　 員　　　　 　　数 9 9

昇給に係る職員数 8 8

8 8

号給数別内訳

1 1

4 4

3 3

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分 合　　　　　計
職　　　　　　　　種

行　政　職

本
　
　
年
　
　
度

職　　　　　　 員　　　　 　　数 10 10

昇給に係る職員数
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(5)　特殊勤務手当

（％）

（％）

（円）

(6)　期末手当 ・ 勤勉手当

（　）内は再任用職員

一般会計の制度
2.15

（1.125）
2.15

（1.125）
4.3

（2.25）
有

前　　年　　度
2.225

（1.175）
2.225

（1.175）
4.45

（2.35）
有

本　　年　　度
2.15

（1.125）
2.15

（1.125）
4.3

（2.25）
有

区　　　　分
支給期別支給率

支給率計（月分）
制度上の段階、職務の級
等による加算措置

備　　　　　　　　　考
6月　（月分） 12月　（月分）

支給対象職員１人当たり平均

支給月額

代表的な特殊勤務手当の名称

給料総額に対する比率

支給対象職員の比率

（令和４年１月１日現在）

区　　　　　　　　　　　　　分 全　　　　　職　　　　　種 行　　　　　政　　　　　職
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(7)　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(8)　その他の手当

通　勤　手　当 同じ

地　域　手　当 同じ

住　居　手　当 同じ

（支給率等）

区　　　　　　　分 一般会計の制度との異同 差　　　　　　　異　　　　　　の　　　　　　内　　　　　　容

扶　養　手　当 同じ

定年前早期退職特例措置（2～45％加算）

一般会計の制度
24.586875 33.27075 47.709 47.709

定年前早期退職特例措置（2～45％加算）

備　　考
  の者（月分）    の者（月分）    の者（月分） （月分）

支　給　率　等 24.586875 33.27075 47.709 47.709

区　　　　分
20年勤続 25年勤続 35年勤続 最高限度

そ　の　他　の　加　算　措　置　等
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左の財源内訳

期　間 金　額 期　間 金　額
下水道

使用料等

千円 千円 千円 千円

公営企業会計システム使用料 10,855 － －
  令和５年度

  ～令和９年度
10,855 10,855

債務負担行為に関する調書

事　　　　　　　　　　　　項 限　　度　　額

  前年度末までの支払義務
  発生(見込）額

  当該年度以降の支払義務
  発生予定額
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千円 千円 千円 千円

１　固　定　資　産

　(1)　有形固定資産

　　　イ 土地 819,704

　　　ロ 構築物 42,605,261

減価償却累計額 △ 21,250,925 21,354,336

　　　ハ 機械及び装置 2,130

減価償却累計額 △ 2,024 106

　　　ニ 工具器具及び備品 15,716

減価償却累計額 △ 14,179 1,537

　　　ホ 建設仮勘定 139,267

有形固定資産合計 22,314,950

　(2)　無形固定資産

　　　イ 施設利用権 816,885

ロ その他無形固定資産 7,500

無形固定資産合計 824,385

　(3)　投資その他の資産

　　　イ 出資金 2,220

投資その他の資産合計 2,220

固定資産合計 23,141,555

令和４年度春日市下水道事業予定貸借対照表
（令和5年3月31日）

資　　　産　　　の　　　部
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千円 千円 千円 千円

２　流　動　資　産

　(1)　現金預金 628,351

　(2)　未収金 573,465

　(3)　有価証券 0

　(4)　前払金 0

　(5)　貸倒引当金 △ 14,628

　　　　流動資産合計 1,187,188

　　　　資産合計 24,328,743

３　固　定　負　債

　(1)　企業債

　　　イ 建設改良企業債 5,005,266

　　　ロ 準建設改良企業債 3,181,430

企業債合計 8,186,696

　(2)　引当金 0

固定負債合計 8,186,696

負　　　債　　　の　　　部
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千円 千円 千円 千円

４　流　動　負　債

　(1)　一時借入金 0

　(2)　企業債

　　　イ 建設改良企業債 660,487

　　　ロ 準建設改良企業債 385,672

企業債合計 1,046,159

　(3)　未払金 214,560

　(4)　引当金

　　　イ 賞与引当金 5,935

　　　ロ 法定福利費引当金 1,226

引当金合計 7,161

　(5)　その他流動負債

　　　イ 諸預り金 392

 その他流動負債合計 392

　　　　流動負債合計 1,268,272

５　繰　延　収　益

　(1)　長期前受金

　　　イ 受贈財産評価額 2,724,570

収益化累計額 △ 587,665 2,136,905

　　　ロ 負担金 3,278,893

収益化累計額 △ 1,878,657 1,400,236

　　　ハ 補助金 8,353,778

収益化累計額 △ 4,467,291 3,886,487

　　　ニ その他長期前受金 3,300

収益化累計額 △ 1,484 1,816

長期前受金合計 7,425,444
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千円 千円 千円 千円

　(2)　建設仮勘定長期前受金

　　　イ 負担金 0

　　　ロ 補助金 37,876

建設仮勘定長期前受金合計 37,876

繰延収益合計 7,463,320

　　　　負債合計 16,918,288

６　資　本　金

　(1)　固有資本金 361,704

　(2)　組入資本金 6,036,986

資本金合計 6,398,690

７　剰　余　金

　(1)　資本剰余金

　　　イ 受贈財産評価額 423,831

　　　ロ 負担金 20,986

　　　ハ 補助金 142,477

　　　ニ その他資本剰余金 0

資本剰余金合計 587,294

　(2)　利益剰余金

　　　イ 当年度未処分利益剰余金 424,471

利益剰余金合計 424,471

剰余金合計 1,011,765

資本合計 7,410,455

負債資本合計 24,328,743

資　　　本　　　の　　　部
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千円 千円 千円

1 営業収益

(1) 下水道使用料 1,560,860

(2) 他会計負担金 156,046 1,716,906

2 営業費用

(1) 管渠費 56,481

(2) 業務費 61,493

(3) 流域下水道費 569,230

(4) 総係費 67,992

(5) 減価償却費 861,731 1,616,927

　営業利益 99,979

3 営業外収益

(1) 受取利益及び配当金 97

(2) 補助金 228,598

(3) 長期前受金戻入 278,657

(4) 雑収益 4,294 511,646

令和３年度　春日市下水道事業予定損益計算書

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）
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4 営業外費用

(1) 支払利息 129,817

(2) 雑支出 5,533 135,350 376,296

　経常利益 476,275

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益 0

(2) その他特別利益 0 0

 

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損 0

(2) その他特別損失 0 0 0

　当年度純利益 476,275

　前年度繰越利益剰余金 0

　その他未処分利益剰余金変動額 0

　当年度未処分利益剰余金 476,275
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千円 千円 千円 千円

１　固　定　資　産

　(1)　有形固定資産

　　　イ 土地 819,704

　　　ロ 構築物 42,331,032

減価償却累計額 △ 20,458,070 21,872,962

　　　ハ 機械及び装置 2,130

減価償却累計額 △ 2,024 106

　　　ニ 工具器具及び備品 15,716

減価償却累計額 △ 13,841 1,875

　　　ホ 建設仮勘定 96,381

有形固定資産合計 22,791,028

　(2)　無形固定資産

　　　イ 施設利用権 830,751

無形固定資産合計 830,751

　(3)　投資その他の資産

　　　イ 出資金 2,220

投資その他の資産合計 2,220

固定資産合計 23,623,999

令和3年度春日市下水道事業予定貸借対照表
（令和4年3月31日）

資　　　産　　　の　　　部
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千円 千円 千円 千円

２　流　動　資　産

　(1)　現金預金 706,589

　(2)　未収金 625,274

　(3)　有価証券 0

　(4)　前払金 0

　(5)　貸倒引当金 △ 14,583

　　　　流動資産合計 1,317,280

　　　　資産合計 24,941,279

３　固　定　負　債

　(1)　企業債

　　　イ 建設改良企業債 5,407,819

　　　ロ 準建設改良企業債 3,440,984

企業債合計 8,848,803

　(2)　引当金 0

固定負債合計 8,848,803

負　　　債　　　の　　　部
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千円 千円 千円 千円

４　流　動　負　債

　(1)　一時借入金 0

　(2)　企業債

　　　イ 建設改良企業債 760,885

　　　ロ 準建設改良企業債 377,752

企業債合計 1,138,637

　(3)　未払金 339,993

　(4)　引当金

　　　イ 賞与引当金 5,928

　　　ロ 法定福利費引当金 1,163

引当金合計 7,091

　(5)　その他流動負債

　　　イ 諸預り金 366

 その他流動負債合計 366

　　　　流動負債合計 1,486,087

５　繰　延　収　益

　(1)　長期前受金

　　　イ 受贈財産評価額 2,724,570

収益化累計額 △ 538,460 2,186,110

　　　ロ 負担金 3,243,871

収益化累計額 △ 1,792,742 1,451,129

　　　ハ 補助金 8,270,971

収益化累計額 △ 4,318,803 3,952,168

　　　ニ その他長期前受金 3,300

収益化累計額 △ 1,425 1,875

長期前受金合計 7,591,282
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千円 千円 千円 千円

　(2)　建設仮勘定長期前受金

　　　イ 負担金 0

　　　ロ 補助金 29,123

建設仮勘定長期前受金合計 29,123

繰延収益合計 7,620,405

　　　　負債合計 17,955,295

６　資　本　金

　(1)　固有資本金 361,704

　(2)　組入資本金 5,560,711

資本金合計 5,922,415

７　剰　余　金

　(1)　資本剰余金

　　　イ 受贈財産評価額 423,831

　　　ロ 負担金 20,986

　　　ハ 補助金 142,477

　　　ニ その他資本剰余金 0

資本剰余金合計 587,294

　(2)　利益剰余金

　　　イ 当年度未処分利益剰余金 476,275

利益剰余金合計 476,275

剰余金合計 1,063,569

資本合計 6,985,984

負債資本合計 24,941,279

資　　　本　　　の　　　部
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注　記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(2) 引当金の計上方法

ｱ 退職給付引当金

　職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

ｲ 賞与引当金

　職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に

属する額を計上している。

ｳ 法定福利費引当金

　職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、

当年度の負担に属する額を計上している。

ｴ 貸倒引当金

　債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
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2 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

　貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、

他会計が負担すると見込まれる額は、 680,272 千円である。

(2) 引当金の取崩し

ｱ 賞与引当金の取崩し

　当年度における期末手当及び勤勉手当を支給するための賞与引当金の取崩し額は、 5,928 千円である。

ｲ 法定福利費引当金の取崩し

　当年度における期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給するための法定福利費引当金の取崩し額は、

1,163 千円である。

ｳ 貸倒引当金の取崩し

　当年度における不納欠損に対する貸倒引当金の取崩し額は、 2,653 千円である。
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1 収益的収入

金　　額

1 下水道事業収益 2,337,404

1 営業収益 1,883,910

1 下水道使用料 1,715,845

1 下水道使用料 1,715,845

2 他会計負担金 168,065

1 雨水処理負担金 152,614

2 その他負担金 15,451 水質規制経費 2,403

水洗便所普及経費 6,192

流域下水道建設経費 6,855

生活扶助世帯水洗便所改造費補助経費 1

2 営業外収益 453,494

1 受取利息及び 71

配当金 1 預金利息 71

3 補助金 165,766

3 他会計補助金 165,766 高度処理経費 16,320

臨時財政特例債償還経費 219

児童手当経費 336

分流式下水道経費 148,891

4 長期前受金戻入 283,715

1 長期前受受贈財産 49,205 受贈財産評価額分

評価額戻入

3 長期前受負担金戻入 85,963 受益者負担金等分

4 長期前受補助金戻入 148,488 国庫補助金等分

5 その他長期前受金戻入 59 公共工事前払保証金分

5 雑収益 3,942

1 雑収益 3,942

令和４年度　春日市下水道事業会計予算節別明細表

（単位 ： 千円）

款 項 目 節 説　　　　  　明

雨水処理経費

資金運用利息

雨水幹線占用料等
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2 収益的支出

金　　額

2 下水道事業費用 1,892,754

1 営業費用 1,711,021

1 管渠費 67,416

10 備消耗品費 41

15 修繕費 47,045

17 通信運搬費 169

18 手数料 1,837

19 保険料 158

20 委託料 17,770

21 使用料及び賃借料 20

24 動力費 376

2 業務費 71,017

10 備消耗品費 38

13 印刷製本費 130

17 通信運搬費 676

18 手数料 74

20 委託料 70,099

3 流域下水道費 621,648

26 負担金 621,648

款 項 目 節 説　　　　  　明

オイルフェンス

管渠、人孔等修理

水門監視通報装置通信料

管渠閉塞調査等

施設賠償保険料

管渠清掃等

九州旅客鉄道用地占用料

水門、雨水ポンプ等電気料

量水器等

圧着ハガキ、封筒等

納付書等送付郵便料

量水器取付撤去手数料

下水道使用料賦課徴収委託料等

御笠川那珂川流域下水道維持管理負担金
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金　　額

4 総係費 75,718

1 給料 29,709

2 手当等 14,978

3 法定福利費 10,127

5 災害補償費 1

7 報酬 1,755

9 旅費 77

10 備消耗品費 131

17 通信運搬費 89

18 手数料 50

20 委託料 5,791

21 使用料及び賃借料 2,194

26 負担金 2,109

27 補助金 601

28 補償、補填及び 1

賠償金

31 研修費 336

37 貸倒引当金繰入額 2,699

38 賞与引当金繰入額 4,196

39 法定福利費引当金 874

繰入額

5 減価償却費 875,222

40 有形固定資産 793,547

減価償却費

41 無形固定資産 81,675

減価償却費

款 項 目 節 説　　　　  　明

７人分

期末・勤勉手当等

共済負担金等

会計年度任用職員報酬

会計年度任用職員費用弁償、出張旅費等

参考図書、事務用品等

排水設備検査済通知等

酸素ガス検知器定期点検

長寿命化計画データベースシステム保守等

庁舎使用料等

電算負担金、日本下水道協会負担金等

私道内排水設備助成等

講習会等参加経費

今年度引当分

今年度引当分

今年度引当分

構築物、工具器具及び備品

施設利用権
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金　　額

2 営業外費用 180,545

1 支払利息 110,141

45 企業債利息 110,079

47 一時借入金利息 62

3 雑支出 1,004

44 雑支出 1,004

4 消費税及び地方 69,400

消費税

49 消費税及び地方 69,400

消費税

3 特別損失 188

5 その他特別損失 188

54 その他特別損失 188

4 予備費 1,000

1 予備費 1,000

55 予備費 1,000

款 項 目 節 説　　　　  　明

過年度下水道使用料還付等

消費税及び地方消費税納付額

ストックマネジメント計画に基づく雨水

管渠改築工事に伴う下水道施設の一部除却
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3 資本的収入

金　　額

3 下水道事業 520,586

資本的収入

1 企業債 383,200

1 建設改良事業債 257,200

1 公共下水道事業債 183,000

2 流域下水道事業債 74,200

4 資本費平準化債 126,000

1 資本費平準化債 126,000

2 負担金 37,015

2 他会計負担金 37,015

1 他会計負担金 37,015 流域下水道建設経費 32,166

雨水施設用地企業債償還経費 4,849

3 補助金 100,371

1 国庫補助金 94,750

1 国庫補助金 94,750

3 他会計補助金 5,621

1 他会計補助金 5,621

汚水管路改築工事等

款 項 目 節 説　　　　  　明

築造改良工事等分

御笠川那珂川流域下水道建設負担金分

減価償却費と企業債元金償還金の差額

ストックマネジメント計画に基づく

臨時財政特例債償還経費
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4 資本的支出

金　　額

4 下水道事業 1,567,023

資本的支出

1 建設改良費 429,237

1 公共下水道費 346,397

1 給料 11,592

2 手当等 7,835

3 法定福利費 4,148

5 災害補償費 1

9 旅費 113

10 備消耗品費 103

16 被服費 105

20 委託料 67,100

22 工事請負費 248,500

28 補償、補填及び 6,900

賠償金

2 流域下水道費 74,590

26 負担金 74,590

4 固定資産購入費 8,250

20 委託料 8,250

2 借入金償還金 1,137,786

1 企業債償還金 1,137,786

33 償還金 1,137,786

款 項 目 節 説　　　　  　明

３人分

期末・勤勉手当等

共済負担金等

起債申請、資器材検査等

参考図書、事務用品等

作業服等

測量設計等

管渠等築造改良工事

支障水道管移設等

御笠川那珂川流域下水道建設負担金

企業債元金償還金

公営企業会計システム構築業務
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