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【特別会計予算の概要】 

会  計  名 平成１９年度予算額 平成１８年度予算額 増減 

国民健康保険事業 ９，４０４，６５０千円 ７，６３５，３１２千円 ２３．２％ 

事業勘定 ９，２２３，７３９千円 ７，４７３，９６１千円 ２３．４％ 

診療所費 １８０，９１１千円 １６１，３５１千円 １２．１％ 

簡 易 水 道 事 業 １，０６８，８８３千円 １，９７０，５６０千円 △４５．８％ 

住宅新築資金等貸付 ９８，５５５千円 １１８，４９９千円 △１６．８％ 
駐 車 場 事 業 ５７，４４６千円 ５８，３１３千円 △１．５％ 
老 人 保 健 ９，４０８，６９４千円 ９，７３４，３２７千円 △３．３％ 
介 護 保 険 事 業 ６，７３１，８２１千円 ６，４８７，７８２千円 ３．８％ 
農業集落排水事業 １，３８９，７８６千円 １，００６，３５４千円 ３８．１％ 
公 共 下 水 道 事 業 ２，５５６，４５３千円 ８１３，１７３千円 ２１４．４％ 
浄 化 槽 事 業 １１３，３７１千円 １１２，２５４千円 １．０％ 
サ ー ビ ス エ リ ア １５，１００千円 １８，９７８千円 △２０．４％ 
市街地再開発事業 ４９０，０００千円  皆増 

合  計 ３１，３３４，７５９千円 ２７，９５５，５５２千円 １２．１％ 
 

＜国民健康保険事業＞ 

国民健康保険法に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険

給付を行っています。国民健康保険税や国庫支出金等により運営しています。 

また、医療機関の不十分な地域住民の健康保持のため阿波・山田・霧生診療所を設置

しています。 

本年度は、療養給付費の増加と国民健康保険団体連合会への共同事業拠出金の大幅増

により、２３．２％の増となりました。 

 

＜簡易水道事業＞ 

水道法に基づき、給水人口が１００人以上５，０００人以下の区域において安定した

水の供給を行う事業です。上野地区の一部と島ヶ原・大山田・青山地区において管路の

敷設や浄水施設の管理を行っています。また、上野地区においては、既設の簡易水道を

統合し上水道に接続する、統合簡易水道事業も行っています。 

本年度は、島ヶ原・青山地区の整備事業の終了に伴い４５．８％の減となりました。 

 

＜住宅新築資金等貸付＞ 

同和地区の環境整備改善を図るため、同地区住民の住宅の新築等に必要な資金の貸付

事業を行っていましたが、現在では貸付は終了し、返済業務と資金貸付の原資として市

が借入れた市債の償還を行っています。 

 

＜駐車場事業＞ 

市が設置した有料駐車場の円滑な運営と管理を行っています。 
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＜老人保健＞ 

老人保健法に基づき、老人医療受給者の疾病又は負傷に対して必要な医療給付を行って

います。支払基金交付金及び国庫支出金により運営しています。 

 

＜介護保険事業＞ 

介護保険法に基づき、要介護認定を受けた方に対して、さまざまな介護サービスに関す

る給付を行っています。また１８年度より地域包括支援センターを設け、介護予防に関す

る事業も行っています。主に介護保険料と国庫負担金により運営しています。 

 

＜農業集落排水事業＞ 

農業用用排水及び公共用水域の水質保全、農業集落の生活環境改善を図るため、し尿及

び生活雑排水の処理にかかる集落排水施設の整備及び維持管理を行っています。 

本年度より、企業会計であった伊賀下水道事業のうち農業集落排水分を編入したことに

伴い、３８．１％の増となりました。 

 

＜公共下水道事業＞ 

地域の公共用水域の水質保全を図るため、下水道の整備や終末処理場の維持管理を行っ

ています。主に市街地の下水を排除・処理する「公共下水道」と、市街地以外の下水を排

除・処理する「特定環境保全公共下水道」があります。 

本年度より、企業会計であった伊賀下水道事業のうち公共下水道分を編入したことに伴

い、２１４．４％の増となりました。 

 

＜浄化槽事業＞ 

公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図るため、青山地区の事業対象処理区域にお

いて、設置希望者からの申請により市が合併処理浄化槽を設置し維持管理を行っています。 

設置希望者からの工事分担金と国庫支出金及び市債により浄化槽を設置し、毎月の浄化

槽使用料により維持管理を行っています。 

 

＜サービスエリア＞ 

名阪国道を利用する人々の利便性の向上と、地域の特産物等を含む商工観光を広く啓発

するため、名阪国道下り線に設置された伊賀サービスエリアの管理・運営を行っています。 

サービスエリア内の食堂及び売店等の営業を委託した民間事業者より売上げの一定比率

を納入願い、市はその収入をサービスエリアの維持管理費に充てています。 

 

＜市街地再開発事業＞ 

本年度より新たに設置された特別会計です。都市再開発法に基づき市が施行する市街地

再開発事業の会計処理を行います。国庫支出金と一般会計からの繰入金、市債により事業

を実施していきます。 
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【企業会計予算の概要】 

会  計  名 平成１９年度予算額 平成１８年度予算額 増減 

病院事業 ４，１６２，８６６千円 ３，９７８，７０４千円 ４．６％ 

収益的支出 ３，６９０，４４５千円 ３，５４３，５５８千円 ４．１％ 

資本的支出 ４７２，４２１千円 ４３５，１４６千円 ８．６％ 

水道事業 ３，３８４，２９１千円 ３，８３９，０８８千円 △１１．８％ 

収益的支出 １，９１５，２３２千円 １，９２５，６７４千円 △０．５％ 

資本的支出 １，４６９，０５９千円 １，９１３，４１４千円 △２３．２％ 

合  計 ７，５４７，１５７千円 ７，８１７，７９２千円 △３．５％ 
 

＜病院事業＞ 

伊賀市立上野総合市民病院を開設し、伊賀市の総合病院として市民の健康保持に必要な

医療を提供しています。 

収益的支出の主な内容は、医師、看護師などの給与費と医療にかかる材料費があります。 

資本的支出の主な内容は、医療器械の購入費と企業債の償還金があります。 

 

＜水道事業＞ 

安全でおいしい水の安定供給を行うため、浄水施設の維持管理及び整備、老朽水道管の

更新、上水道未普及地域への拡張事業を行っています。 

対象地区は上野地区（簡易水道区域以外）、伊賀・阿山地区で、それぞれに事業所を設置

し業務を行っています。 

収益的支出の主な内容は、浄水や給水にかかる人件費や維持管理経費、企業債の支払利

息などがあります。 

資本的支出の主な内容は、配水管更新事業や浄水施設整備、水道拡張等の建設改良費と

企業債の元金償還金があります。 

 

【企業会計について】 

地方公共団体が経営する水道（簡易水道を除く）、病院、鉄道、電気、ガス等の事業は、地方公

営企業法に基づき、経理の方法を企業会計により処理しています。よって、一般会計やその他の特

別会計とは異なり、当該年度の営業に関する収支（水道料金、診療報酬、人件費、物件費、材料費

等）を「収益的収支」、投資的な収支（企業債、出資金、建設費、企業債償還金等）を「資本的収

支」として、２本建ての予算が組まれています。 

また、損益計算書や貸借対照表等の財務諸表の作成が義務づけられています。 
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【財産区特別会計予算の概要】 

会  計  名 平成１９年度予算額 平成１８年度予算額 増減 

島 ヶ 原 財 産 区 ２９，７０２千円 ３５，０７３千円 △１５．３％ 

大 山 田 財 産 区 ５，７４０千円 ６，４７９千円 △１１．４％ 
合  計 ３５，４４２千円 ４１，５５２千円 △１４．７％ 

 

＜島ヶ原財産区＞ 

島ヶ原財産区は、旧島ヶ原村が過去の災害を教訓として保全してきた山林等の管理造成

のために設置されています。主にゴルフ場への土地貸付収入により運営しています。 

財産区が所有する山林等は合計で約４１０ｈａあり、保安林２１６ｈａ、山林９１ｈａ、

雑種地など１０３ｈａで構成されています。 

 

＜大山田財産区＞ 

大山田財産区は、旧大山田村の住民を中心に保全、継承してきた「千歳の森」の管理造

成を行うため設置されています。主に土地貸付収入と緑資源機構からの受託事業収入によ

り運営しています。 

財産区が所有する山林等は合計で約１９８ｈａあり、保安林１２１ｈａ、山林５３ｈａ、

原野２４ｈａで構成されています。 

 

【財産区について】 

財産区は地方自治法により法人格が認められた「特別地方公共団体」です。財産区の権限は財産

又は公の施設の管理及び処分又は廃止に限られ、市のような広範囲の事務を処理することはできな

いとされています。また、市町村等は財産区の経費について会計を仕訳けする必要があります。 

島ヶ原及び大山田財産区においては財産区の執行機関は市であり、議決権は市議会にありますが、

財産の管理又は処分に関する事項については、条例により設置された「管理会」の同意を得なけれ

ばならないものがあります。 

 



【国民健康保険事業（事業勘定・直営診療所）】

【事業勘定】
(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

　退職被保険者にかかる療養給付経費を支払います。

一般財源
1,472,065

その他

2,115,010
担当課 健康保険課　　　　　　　　　　
事業名 退職被保険者等療養給付費　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業名

1,362,896 219,439
国庫支出金 県支出金 地方債

一般被保険者療養給付費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
担当課 健康保険課　　　　　　　　　　

事業費 3,054,400

　一般被保険者診療にかかる療養給付費を支払います。

　被保険者の出産による出産育児一時金を支払います。

127,400 22,800 240,130

事業名

事業費

424,698
国庫支出金 県支出金 地方債 その他

1,690,312
一般財源

事業名 一般被保険者高額療養費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 390,330
担当課 健康保険課　　　　　　　　　　

　一般被保険者にかかる高額療養費を支払います。

一般財源

出産育児一時金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 54,250

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

担当課 健康保険課　　　　　　　　　　

一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他
54,250

(単位：千円)
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【国民健康保険事業（事業勘定・直営診療所）】

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

事業名 葬祭費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 37,500
担当課 健康保険課　　　　　　　　　　

　被保険者死亡による葬祭費を支払います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
37,500

事業名 老人保健医療費拠出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 1,655,737
担当課 健康保険課　　　　　　　　　　

　老人医療に要する費用の社会保険診療報酬支払基金への医療費拠出金を支払います。

一般財源
720,622 80,400 222,594 632,121

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

事業名 介護給付費納付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 534,520
担当課 健康保険課　　　　　　　　　　

　国民健康保険に加入の満４０歳以上６５歳未満の人（第２号被保険者の）介護保険料納付を
支払います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
272,641

事業名 高額医療費拠出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費

232,479 29,400

114,482
担当課 健康保険課　　　　　　　　　　

　市町村拠出金と国・県負担金により、１件８０万円以上の診療報酬に対し、８０万円以上の超
過分の医療費を負担し、各保険者の医療費の変動に備える事業です。

一般財源
28,620 28,620 57,242 0

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

(単位：千円)
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【国民健康保険事業（事業勘定・直営診療所）】

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

【直営診療所】
(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要
担当課 山田診療所、阿波診療所

血液検査・レントゲン被爆量検査・医療廃棄物処理等にかかる経費です。

事業名 医業諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 3,965

一般財源
2,500 57,776

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

60,276
担当課 山田診療所、阿波診療所、青山健康福祉課（霧生診療所）

　内服薬・外用薬・注射薬・包帯・ガーゼ・注射器・サポーター等の医療行為に伴う医薬品、医
薬材料等の購入経費です。
　ジェネリック医薬品の使用を積極的に行い、費用の削減に努めています。

3,167

事業名 医薬品衛生材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費

16,500 4,200

担当課 山田診療所、阿波診療所

　山田診療所のレントゲン設備は、開設（平成５年）当初のもので、設置から１３年経過している
ためイメージ（透視）の精度が低下しており、機器全体に経年的劣化が進んでいることから新規
購入します。
　阿波診療所のレントゲン設備についても、フィルム画像が鮮明さに欠けるため、管球の取替
修理を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 医療用機械器具費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 23,867

事業名 保健衛生普及費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 37,398
担当課 健康保険課　　　　　　　　　　

　人間ドック・脳ドック等にかかる経費を支払います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
25,8988,000 3,500

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

3,965
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【簡易水道事業】

(単位：千円)
事業名 簡易水道管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 288,682
担当課 水道総務課
事業概要
　上野６地区、島ヶ原地区、大山田地区、青山２地区の簡易水道が安全かつ安定した給水を
行っていくための維持管理に関する経費です。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

94,503 194,179

(単位：千円)
事業名 阿波地区簡易水道整備事業　　　　　　　　　　　　 事業費 35,300
担当課 水道総務課
事業概要
　阿波地区の簡易水道施設は、降雨時に取水が高濁度になり、現在の浄水施設では対応が
困難なことから、平成１６年度より新しい浄水施設の改良を行い、安定性・安全性を高め維持
管理の合理化を図ります。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

10,000 20,000 4,200 1,100

(単位：千円)
事業名 馬野地区簡易水道整備事業　　　　　　　　　　　 事業費 300,435
担当課 水道総務課
事業概要
　馬野地区の配水施設及び浄水施設の老朽化により、清潔な水の安定供給が困難となる可能
性があるため、生活基盤近代化事業として施設の改良を行い、安全性・安定性を高めます。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

115,694 173,500 9,630 1,611

(単位：千円)
事業名 我山・出屋敷・比土・古郡簡易水道再編推進事業　　　 事業費 89,714
担当課 水道総務課
事業概要
　上野上水道第８次拡張事業に基づき、上水道に統合するため、４つの簡易水道の再編整備
を実施します。これにより経営の効率化、維持管理の合理化が図れ、安全性・安定性の高い水
の供給が可能となります。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

25,000 50,000 14,714 0

-67-



【住宅新築資金等貸付・駐車場事業】

【住宅新築資金等貸付】
(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

【駐車場事業】
(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他

23,888
担当課 同和課

　住宅新築資金等貸付事業のために借入れた市債にかかる利子を償還します。

一般財源

事業名 市債利子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費

72,428
国庫支出金 県支出金 地方債 その他

事業費 2,239

　住宅新築資金等貸付事業については、平成８年度末をもって貸付けを終了し、平成９年度以
降は借受人からの償還業務を行っています。
　一般管理費については、納付書等の印刷・発送業務、収納金電算管理システム保守点検、
抵当権等債権の管理業務、督促業務などを行います。

一般管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
担当課 同和課、伊賀・大山田・青山人権同和課        

　住宅新築資金等貸付事業のために借入れた市債の元金を償還します。

一般財源

11,267 12,621 0

事業費

0

事業名

1,320
国庫支出金 県支出金 地方債

919 0
その他

72,428
担当課 同和課
事業名 市債元金償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業名 駐車場事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 57,446
担当課 総務課、伊賀総務振興課、島ヶ原総務振興課

　市営駐車場の管理に係る経費です。
　指定管理者への指定管理料と施設の整備、修繕に係る費用が主なもので、事業収益は一般
会計繰出金として一般会計に繰り入れます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
10057,346
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【老人保健】

(単位：千円)
事業名 一般管理経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 35,314
担当課 健康保険課
事業概要
　老人保健法に基づく老人医療事業を行うための一般事務経費で、主なものは電算業務関係
の委託料です。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

3,766 31,548

(単位：千円)
事業名 医療給付費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 9,197,760
担当課 健康保険課
事業概要
　保険医療機関で行われた医療費用を審査支払機関へ支払います。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
2,878,631 719,657 4,879,816 719,656

(単位：千円)
事業名 医療費支給費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 117,348
担当課 健康保険課
事業概要
　医療の補完的制度として治療用装具、柔道整復の施術、はり・きゅうの施術等にかかる医療
費の支給を行ないます。医療費の一部負担金が一定額を超える場合、高額医療費の支給を行
います。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

35,595 8,899 63,954 8,900

(単位：千円)
事業名 審査支払手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 38,639
担当課 健康保険課
事業概要
　保険医療機関から請求される老人診療報酬の費用の額が算定基準により算定されている
か、審査支払機関に審査を委託しています。審査支払機関である国民健康保険団体連合会、
社会保険診療報酬支払基金へ支払う手数料です。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

259 38,122 258
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【介護保険事業】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)
地方債 その他

担当課 介護保険課

一般財源
29,970 14,985 59,940 14,985

国庫支出金 県支出金

一般財源

介護予防サービス給付費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 119,880

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

287,712
担当課 介護保険課

　要介護者が居宅サービス等の適切な利用ができるよう、心身の状態、置かれている環境、家
族の希望等を勘案し、居宅サービス計画等を居宅介護支援事業所等が作成した場合に支給し
ます。

一般財源

事業名 居宅介護サービス計画給付費　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費

事業費

317,682
国庫支出金 県支出金 地方債 その他

635,364 317,682 1,270,728

事業費 2,454,176

　要介護者が有する能力に応じて、訪問介護・訪問入浴介護・訪問リハビリテーション・訪問看
護・短期入所生活介護等の居宅サービスを実施し、これに要した費用の１００分の９０相当額を
居宅サービス等として給付します。

　要支援者が有する能力に応じて、訪問介護・訪問入浴介護・訪問リハビリテーション・短記入
所生活介護等の居宅サービスを実施し、これに要した費用の１００分の９０相当を居宅サービ
ス等として給付します。

71,928 35,964 143,856 35,964

事業名

事業名

613,544 306,772
国庫支出金 県支出金 地方債

居宅介護サービス給付費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
担当課 介護保険課

　介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設における入所・入浴・排泄・食
事等の日常生活・機能訓練等の施設サービスを実施し、これに要した費用の１００分の９０相当
額を給付します。。

一般財源
1,227,088 306,772
その他

2,541,456
担当課 介護保険課
事業名 施設介護サービス給付費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(単位：千円)
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【介護保険事業】

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)
一般財源

5,809 2,905 2,725 2,905
国庫支出金 県支出金 地方債 その他

14,344
担当課 地域包括支援センター　　　　　

　特定高齢者が要介護状態になることを予防するため、介護予防事業を利用するにあたり、介
護予防ケアプランを作成し、介護予防事業が包括的かつ効率的に実施されるよう支援する事
業を実施します。

2,459

事業名 介護予防ケアマネジメント事業費　　　　　　　　　　　　　　　 事業費

4,920 2,459 9,840

担当課 地域包括支援センター　　　　　

　特定高齢者として把握された要介護状態に陥る可能性の高い高齢者に対して、介護予防の
ための事業（事業の評価を含む）を実施します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 介護予防特定高齢者施策事業費　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 19,678

一般財源
65,934 32,967 131,868 32,967

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

263,736
担当課 介護保険課

　要介護認定者が受けるサービスにおける食費・居住（滞在）費の負担が過重となる低所得者
に、一定の限度額を超える部分を給付します。

2,997

事業名 特定入所者介護サービス給付費　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費

5,994 2,997 11,988

　要支援者のケアプランの策定、サービス提供事業者との連絡調整等のケアマネージメント費
用を給付します。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業費 23,976
担当課 介護保険課
事業名 介護予防サービス計画給付費　　　　　　　　　　　　　　　　　

(単位：千円)
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【介護保険事業】

事業名 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費　　　　　　　　　　 事業費 6,670
担当課 地域包括支援センター　　　　　
事業概要
　高齢者が住みなれた地域で尊厳をもって生活することを支援するため、在宅・施設などで包
括的・継続的にケアマネジメントが実施できるように支援する事業を行います。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2,701 1,351 1,267 1,351

(単位：千円)
事業名 介護予防支援事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 23,592
担当課 地域包括支援センター　　　　　
事業概要
　地域包括支援センターが介護保険法による指定介護予防支援事業所として実施する、要支
援１・要支援２の利用者にかかる介護予防支援事業に関する事業費です。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

23,592 0
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【農業集落排水事業】

(単位：千円)
事業名 施設管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 261,609
担当課 下水道課、伊賀下水道室、島ヶ原産業建設課、阿山下水道室、大山田産業建設課
事業概要
　上野１２地区、伊賀１地区、島ヶ原１地区、阿山１地区、大山田４地区で供用中の農業集落排
水処理施設の運転や設備の保守点検、汚泥処理などの維持管理を行います。
　使用されている方から使用料を徴収して運営しています。
　その他農業集落排水事業全般に係る企画や調整、施設の健全経営に取り組んでいます。
　なお、本年度より伊賀下水道事業会計の農業集落排水処理施設分を編入しています。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

26,538 235,012 59

(単位：千円)
事業名 大山田地区家庭雑排水処理施設維持管理費 　　　　　　　　 事業費 4,954
担当課 大山田産業建設課
事業概要
　大山田支所管内のし尿を除く生活雑排水対策のために建設した処理施設の維持管理を行い
ます。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

4,944 10

(単位：千円)
事業名 神戸地区団体営農業集落排水整備促進事業 事業費 576,012
担当課 下水道課
事業概要
　神戸地区の農業用用水路の水質保全及び地区の生活環境の改善と公共用水域の水質保全
に寄与するとともに、活力に満ちた快適な農村集落を構築します。
　計画処理人口２，５７０人　計画戸数６２３戸

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

242,262 276,100 57,650 0

(単位：千円)
事業名 団体 ）　　　　　　　　営農業集落排水施設整備事業（機能強化 事業費 62,420
担当課 下水道課、大山田産業建設課
事業概要
　上之庄地区、下友生地区及び平田地区の３地区の農業集落排水施設（機械・装置等）を更新
し、機能回復を図ると共に、安定運転及び修繕費等の維持管理費の軽減、経営の健全化を図
ります。
　なお、機能強化の補助事業は、供用開始後７年以上の施設に適用されます。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

31,210 28,000 3,210 0
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【公共下水道事業】

(単位：千円)
事業名 施設管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 259,947
担当課 下水道課、伊賀下水道室、島ヶ原産業建設課、阿山下水道室
事業概要
　上野地区、伊賀地区、島ヶ原地区、阿山地区で供用中の公共下水道施設の運転や設備の保
守点検、汚泥処理などの維持管理を行います。
　使用されている方から使用料を徴収して運営しています。
　その他公共下水道事業に係る企画や調整、施設の健全経営に取り組んでいます。
　なお、本年度より伊賀下水道事業会計の公共下水道処理施設分を編入しています。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

778 258,793 376

(単位：千円)
事業名 計画費　　　　　　　　　                                    事業費 8,300
担当課 下水道課、青山産業建設課
事業概要
　上野地区及び青山地区で公共下水道処理施設の計画を予定しています。
　本年度は、事業認可に要する調査測量や都市計画決定申請図書作成を行います。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

8,300 0

(単位：千円)
事業名 河合地区処理施設建設費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 879,454
担当課 阿山下水道室　　　　　　　　　
事業概要
　公共用水域の保全、生活環境の向上を図るため、河合地区で特定環境保全公共下水道処
理施設を建設しています。
　せせらぎ浄化センターを共同利用し、排水管路の工事及び面整備を行い順次供用開始して
いきます。
　計画処理人口３，９００人　計画面積１１６ｈａ
財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

389,454 446,000 44,000 0

(単位：千円)
事業名 希望ヶ丘地区処理施設建設費　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 998,810
担当課 伊賀下水道室　　　　　　　　　
事業概要
　今年度より伊賀下水道会計から編入された事業です。
　希望ヶ丘処理区ついては、希望ヶ丘造成時に敷設された旧下水道管を利用し、平成１９年６
月の供用開始を予定していますが、その後、平成２２年度にかけて順次新下水道管の敷設工
事を行っていきます。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

249,668 34,046 301,900 17,432 395,764
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【浄化槽事業・サービスエリア・市街地再開発】

【浄化槽会計】
(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

【サービスエリア】
(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

【市街地再開発】
(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

490,000
担当課 市街地再開発室

　近鉄上野市駅前地区（約１．１ｈａ）を市街地再開発事業により、再開発ビルの建設と駅前広
場の整備を行うことで、都市再生による求心力回復と賑わいのある中心市街地の創出を行い
ます。本年度は、権利変換計画を申請し、認可後は再開発事業に伴う補償・登記業務を実施し
ます。

0

事業名 市駅前地区市街地再開発事業費　　　　　　　　　　　　　　 事業費

6,700

担当課 伊賀産業建設課

　駐車場、情報提供施設及び地元特産品等を販売する商業施設で構成される「道の駅いが」
の管理運営にかかる経費です。
　名阪国道から直接利用できる道の駅として、伊賀を訪れる人々への情報発信基地として幅広
く活用していきます。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

事業名 施設管理経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 6,700

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

13,023
担当課 青山産業建設課

　市が設置した浄化槽の維持管理のための経費で、年１回の法定検査、年３回の保守点検、
年１回の清掃作業を行います。また、浄化槽が故障した場合等の修繕も行います。
使用されている方から使用料を徴収して運営しています。

事業名 生活排水処理施設維持費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

28,337

青山産業建設課
事業名

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

生活排水処理施設整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　生活環境の改善と公共用水域の保全を図ることを目的とし、浄化槽市町村整備事業区域に
おいて受益者から分担金を徴収し、市が浄化槽の標準設置工事（本体・ブロア・スラブコンク
リート）を行ないます。

一般財源

事業費

一般財源

0

85,012
担当課

事業費

13,023

48,100 8,575

一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他
159,000 90,000 241,000 0
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【病院事業】

(単位：千円)
事業名 健診センター事業 事業費 338,741
担当課 総合市民病院
事業概要
　本年度より「伊賀市健診センター」の管理運営業務を一般会計から受託し、ＰＥＴ検査や脳ドッ
ク、人間ドックを主体とした健診業務一般を行っていきます。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

338,741 0

(単位：千円)
事業名 耐震対策事業 事業費 27,000
担当課 総合市民病院
事業概要
　当病院施設の快適な環境を保つため年次的に病棟及び施設の改修等を実施しています。本
年度より、老朽化した建物の耐震対策に取り掛かるため、耐震にかかる計画及び実施設計を
行います。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

11,000 16,000

(単位：千円)
事業名 医療器械及び器具購入経費 事業費 200,000
担当課 総合市民病院
事業概要
　医師及び看護師が、常に万全な体制で医療業務に取り組めるよう、日々進歩する医療器械
を積極的に取り入れています。今年度は、あらゆる角度からのＣＴ解析が可能となるマルチスラ
イスＣＴを導入することで、病気の早期発見が高まり早期治療が図られます。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

200,000 0
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【水道事業】

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

　上野上水道事業区域内には、昭和１１年に敷設された鋳鉄管２２，６２１ｍがあり、近年にお
いて管内の鉄分による赤水が発生したり、老朽化による破損事故が多発したことから、平成１１
年度より１０年計画で配水管の更新事業を実施しています。これにより修繕費が削減されるとと
もに、災害に強い水道となりライフラインの機能強化が図れます。

一般財源
47,000 32,000

その他

80,000
担当課 水道部
事業名 上野上水道配水管更新事業

事業名

47,000 47,000
国庫支出金 県支出金 地方債

上水道第８次拡張事業（上野上水道事業区域）
担当課 水道部

事業費 173,000

　旧上野市から引き続き、第８次拡張事業により、川上ダムを水源とする伊賀水道用水供給事
業により受水し統合簡易水道区域（無水源、１０簡易水道）及び、既設の上水道区域の整備を
行っています。

　阿山上水道事業区域の川合（阿山ハイツ）地区及び馬場地区において下水道整備が行われ
ることに伴い水道管の敷設替を行う必要があることから、これに併せて老朽管も更新事業を実
施します。これにより修繕費が削減されるとともに、災害に強い水道となりライフラインの機能
強化が図れます。

180,000 31,800

事業名

事業費

30,000
国庫支出金 県支出金 地方債 その他

50,000
一般財源

事業名 伊賀上水道配水管更新事業 事業費 211,800
担当課 水道部

　伊賀上水道事業区域の小杉地区及び希望が丘地区の配水管は近年老朽化が進み、破損事
故等が相次いでいることから老朽管の更新事業を実施します。これにより修繕費が削減される
とともに、災害に強い水道となりライフラインの機能強化が図れます。

一般財源

阿山上水道配水管更新事業 事業費 58,130

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

担当課 水道部

一般財源
44,730 13,400

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

(単位：千円)
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【水道事業】

事業名 緊急遮断弁整備事業 事業費 69,000
担当課 水道部
事業概要
　東南海・南海地震防災対策推進地域に指定されたこともあり、緊急時における給水拠点等の
整備として、平成１７年度より上水道区域の配水池に緊急遮断弁を設置しています。本年度は
上野、阿山事業区域で実施します。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

22,000 22,000 22,000 3,000
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【島ヶ原財産区・大山田財産区】

【島ヶ原財産区】
(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

【大山田財産区】
(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

(単位：千円)

事業概要

財源内訳 (単位：千円)

0
国庫支出金 県支出金 地方債 その他

11,120
一般財源

事業費 18,472

　島ヶ原財産区有財産の一般管理に要する経費です。管理会会長を含む７名の委員による
島ヶ原財産区管理会において財産区の運営を行います。本年度も区有林の保護育成のため、
山林看守人による巡視を引き続き実施します。

11,120事業名 財産区有林造成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費

事業名

国庫支出金 県支出金 地方債

一般管理経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
担当課 島ヶ原総務振興課

　過去の甚大な被災を踏まえ、区有林の造林・保育事業等を実施し、災害に強い山づくりに努
めています。本年度からは、昨年度に策定した島ヶ原財産区森林施業計画に基づき、計画的
な森林整備を進めていきます。

一般財源
18,285 187

その他

担当課 島ヶ原総務振興課

事業名 財産区有林造成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 1,627
担当課 大山田総務振興課

　森林の公益的機能の維持増進を図ることを目的に、財産区有林整備計画に基づき撫育管理
を行います。

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源
0

事業名 緑資源機構造林造成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費

1,627

850
担当課 大山田総務振興課

　独立行政法人「緑資源機構」との分収造林契約に基づく造林事業で、実施計画に基づき撫育
管理を行います。

850 0
一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他
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【島ヶ原財産区・大山田財産区】

(単位：千円)
事業名 千歳の森造成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費 775
担当課 大山田総務振興課
事業概要
　地域住民が主体となり、緑豊かな永久財産「千歳の森」として保全、継承してきた山林を、管
理人が中心となり撫育管理を実施します。

財源内訳 (単位：千円)
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

775 0
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