
平成29年度 水道事業会計決算のあらまし

◆　平成29年度決算のポイント　

　平成29年度の純利益は、水道料金収入が減少したことや、古くなった水道管などをより多く取り替えた

ために減価償却費などの費用が増加したことから、前年度より、約３億3,900万円減少の約22億7,000万円

となりました。

●　純利益は約22億7,000万円

　平成29年度の決算が市議会で認定されましたので、その内容に
ついてお知らせします。

◆　水道事業は収益的収支と資本的収支の２本建ての会計になっています！

純利益の推移

21.2億 22.3億

28.5億 26.1億

25 26 27 28 29　年度

22.7億

※　水道事業の純利益は、水道施設の整備や借入金の返済に使われます。
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収益的収支

外部に対す
る支払いを
伴わないた
め、この分
の現金は企
業内部に蓄
えられ、建
設改良費な
どの財源と
なります。

お客さまからの
水道料金

83億8,465万円
（86.84％）

収入
96億5,477万円
（消費税抜き）

支出
73億8,471万円
（消費税抜き）

施設の
減価償却費など
（非現金支出）
28億9,042万円
（39.14％）

委託料や修繕費
など

29億5,345万円
（39.99%）

借入金の支払利息
5億7,127万円（7.74％）
人件費

9億6,957万円（13.13%）

加入金や負担金など
12億7,012万円
（13.16％）

（水道料金等の収入と水道水をつくり

送り届けるための費用など）

当年度純利益
22億7,006万円

資本的収支

収入
27億2,080万円
（消費税込み）

支出
86億4,401万円
（消費税込み）

収支不足額
59億2,321万円

施設などの
建設改良費
65億9,176万円
（76.26％）

国からの借入金など
27億2,080万円
(100％）

借入金の
返済

20億5,225万円
（23.74％）

（建設改良のために調達した資金と

建設改良のための費用など）

資本的収支の
不足額については、
純利益や減価償却
費などの企業内部
に蓄えられた資金
（内部留保資金）
などで補てん
しています。

そうだね。人口減少などで水道料金の収入が

減ってきているんだ。だけど、古くなった

水道管などをたくさん取り替えていかなけれ

ばならないから、純利益を今までどおり確保

するのは難しくなっているんだ。

そうならないためにも、水道局はこれから
事業を効率的かつ効果的に進めていく必要
があるんだ！

左のグラフを見ると、29年度の純利益は
前年度と比べて減っているね。

え？！じゃあ、いつかは赤字になってしまうの？  

収支は不足しているけど、収益的収支の純利益や、内部

留保資金などで補てんする仕組みになっているんだよ。

資本的収支は赤字なの？

お客さまからいただいた

水道料金はこのように

使いました。
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水道水の検査 ～安全でおいしい水を～
放射性物質検査について
　水質管理センターでは、東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故発生後、福島県の計画に基づき、水道水

に含まれる放射性物質について検査を実施し、水道水の安全を確保しています。

　事故発生から７年半以上が経過していますが、検査は現在も継続しています。

水質検査について
　水道局では、お客さまに安全で良質な水道水を24時間365日お届けするために、検査項目や採水場所、

検査回数などを定めた水質検査計画※を毎年度策定し、厳しい水質検査を実施しています。　

　水質検査は、法令で定められた残留塩素などの毎日水質検査【毎日検査項目３項目】と一般細菌などの

定期水質検査【水質基準項目51項目】や放射性物質検査のほか、いわき市独自に150項目の検査を実施し、

より高い安全性を確保しています。

放射性物質検査の流れ

 浄水場の職員が採水して、

水質管理センターに届けます。

　各浄水場から届いた水を

検出器に入れて、放射性物

質の測定を行います。

　結果が出るまでには、

１検体あたり、１時間程度

かかります。

９

URL QR コード

放射性物質の検査結果

お問い合わせ 浄水課　水質管理センター TEL 22-2419

　この検査は、国の原子力災害現地対策本部

の方針により福島県が策定した「飲料水の

放射性物質モニタリング検査実施計画」に

基づき、浄水場内で採水した浄水後の水道水

を、水道局水質管理センターで週３回※実施

しているものです。

　平成30年４月～７月の検査結果は、右の

表のとおり、いずれも不検出でした。

　なお、最新の検査結果など、詳細は水道局

ホームページにも掲載しています。

※ 　法田第１ポンプ場（法田第２ポンプ場と同じ
敷地内）、旅人浄水場（水源が深井戸）、上遠野
浄水場（泉浄水場と同じ水源）の３カ所は、
週１回の検査としています。

・検査結果が検出下限値を下回った場合、「不検出(ＮＤ）」と表記しています。 

なお、検出下限値は、測定機器や測定時間等によっても違ってきますが、現在の

検査状況では１ベクレル/kgです。

≪平成30年４月１日～７月31日≫ （単位：ベクレル/kg）

採　水　場　所 検査頻度
放射性ヨウ素 放射性セシウム

ヨウ素131 セシウム134 セシウム137

① 平浄水場

② 上野原浄水場

③ 泉浄水場

④ 山玉浄水場

⑤ 法田第２ポンプ場

⑥ 川 前 浄 水 場（川前簡易水道）

⑦ 入遠野浄水場（遠野簡易水道）

⑧ 鷹ノ巣浄水場（　 　 〃　 　）

３回／週
不検出 

（ＮＤ）

不検出 

（ＮＤ）

不検出 

（ＮＤ）

⑨ 法田第１ポンプ場

⑩ 旅 人 浄 水 場（田人簡易水道）

⑪ 上遠野浄水場（遠野簡易水道）

１回／週
不検出 

（ＮＤ）

不検出 

（ＮＤ）

不検出 

（ＮＤ）

　水道事業を健全な状態で未来に引き継いでいくためには、「健康診断」により水道事業の健康状態を把握

し、悪いところがあれば適切に対処していくことが重要となります。

　シリーズ2回目は、水道料金収入に対する借金の割合を表す指標である『企業債残高対給水収益比率』

について解説します。

企業債残高対給水収益比率

【説　明】

『企業債残高対給水収益比率』とは、水道料金収入に対する企業債残高、つまり水道施設の更新等のために

借りた借金の割合を示すもので、企業債残高の規模を表す指標です。 

　　この指標は、数値が低いほうが望ましいです。
　※　水道施設は、長期間にわたって使用するため、将来世代の方々にも企業債の借入れに伴う費用（償還元金や利息)を負担していただ

くことにより、世代間負担の公平性などを確保していますが、過度の企業債の借入れは利子負担の増などにもつながりますので、料金

水準と企業債借入れのバランスが重要になります。

【算出式】 企業債残高 ／ 給水収益 × 100 ＝ 企業債残高対給水収益比率［％］

●企業債残高対給水収益比率
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いわき市水道局
類似団体平均値

402%　 　 387%　　 369%　 349% 　 　327%
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いわき市水道局 類似団体平均値（%） 【分　析】

　いわき市水道局の企業債残高対給水収

益比率は、企業債残高を縮減してきたこ

とで年々改善していますが、類似団体平

均値よりも高い状況にあります。

　平成28年度は、前年度に比べ22ポイ

ント改善しました。

　今後も、給水収益の減少が見込まれる

ため、類似団体の平均などを参考にしな

がら、引き続き企業債の借入れを適正に

管理していく必要があります。

※　類似団体…給水人口が30万人以上の48事業体

シリーズ「水道事業の健康診断」～その２～

お問い合わせ　 経営企画課　企画係　  　TEL   22-9310

　放射性物質の測定結果および水質検査の結果は、水道局ホームページや広報紙「すいどう

いわき」で公表しています。（８月～ 11月の測定結果はＰ７に載せています。）

　　　　　　　　ホームページアドレス　http://www.city.iwaki.lg.jp/suido.html

●検査場所 市内の公園や集会場等の給水栓（蛇口）　48カ所

●検査方法 蛇口から採水し、色、濁りがないことを確認し、測定器で消毒用の塩素が基準のとお

り残っているかを確認します。また、実際に飲んでみて、においや味に異常がないか

を毎日確認しています。

●検査場所 浄水場の入口　　14カ所（河川などの原水）

浄水場の出口　  　４カ所（浄水場でつくられたばかりの水道水）

浄水場から遠くにある公園などの蛇口　　18カ所（家庭に送られた水道水）

●検査方法 検査場所から採水し、水質管理センターにて理化学検査や

微生物検査などを行い、お届けする水道水が、常に安全で

あることを定期的に確認しています。（項目により検査頻

度が異なります。）

※　水質検査計画は、水道局ホームページで公表しています。  

お問い合わせ　 総務課　出納係　  　 TEL   22-9314 お問い合わせ　 浄水課　水質管理センター　  　 TEL   22-2419

水質検査
毎日

水質検査
定期

安全を
正確に
チェック!

水質を
厳しく
チェック!


