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議案第２０号 

 

令和４年度龍ケ崎市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

令和４年度龍ケ崎市の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は，次

に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8,499 千円を追加

し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ 5,823,734 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の追加は，「第２表 債務負担行為補正」によ

る。 

 

令和４年１２月８日提出 

 

龍ケ崎市長 萩 原  勇 
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（追加） （単位  千円）

健幸マイレージシステム利用契約
令和4年度から
令和5年度まで

1,095

令和4年度から
令和5年度まで

介護給付適正化支援総合システム保守業務委託契約

認知症カフェ運営業務委託契約
令和4年度から
令和5年度まで

358

生活支援事業にかかる業務委託契約
令和4年度から
令和5年度まで

11,145

地域資源データベースシステム利用契約
令和4年度から
令和5年度まで

2,112

3,564在宅医療連携相談室運営業務委託契約

令和4年度から
令和5年度まで

令和4年度から
令和5年度まで

令和4年度から
令和5年度まで

令和4年度から
令和5年度まで

令和4年度から
令和5年度まで

1,188

6,995

第　２　表　　債　務　負　担　行　為　補　正　

介護事業所台帳管理システム保守業務委託契約

介護予防講座にかかる業務委託契約

高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約

徘徊高齢者家族支援サービス事業業務委託契約

食の自立支援事業配食サービス業務委託契約

330

事　　　　項

1,403

限　度　額

5,072納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約

期　間

令和4年度から
令和5年度まで

令和4年度から
令和5年度まで

990

3,174

143

まいん「健幸」サポートセンター管理運営業務委託
契約

令和4年度から
令和5年度まで
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議案第２１号 

 

令和４年度龍ケ崎市障がい児支援サービス事業特別会計補正

予算（第３号） 

 

令和４年度龍ケ崎市の障がい児支援サービス事業特別会計補正予算（第

３号）は，次に定めるところによる。 

 

（債務負担行為） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により

債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第１

表 債務負担行為」による。 

 

令和４年１２月８日提出 

 

龍ケ崎市長 萩 原  勇 

19



（単位  千円）

第　１　表　　債　務　負　担　行　為

事　　　　項 限　度　額

1,155児童療育施設清掃業務委託契約

期　間

令和4年度から
令和5年度まで
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議案第２２号 

 

令和４年度龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第３号） 

 

令和４年度龍ケ崎市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）

は，次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ19,379千円を追加

し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ 1,752,804 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により

債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２

表 債務負担行為」による。 

 

令和４年１２月８日提出 

 

龍ケ崎市長 萩 原  勇 
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34 35
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議案第２３号

　（総則）

第１条　

　（収益的収入及び支出）

第２条　

          ( 科   目 ) 　(既決予定額)   (補正予定額)    (　計　)

(1) 収　入

　　第１款   公共下水道事業収益

      第２項  営業外収益  

    第２款　農業集落排水事業収益

      第２項  営業外収益  

(2) 支　出

　　第１款　公共下水道事業費用

      第１項  営業費用  

　　第２款　農業集落排水事業費用

      第１項  営業費用  

      第２項  営業外費用  

　（資本的収入及び支出）

第３条

          ( 科   目 ) 　(既決予定額)   (補正予定額)    (　計　)

(1) 収　入

      第２項　他会計補助金

      第２項　他会計補助金

(2) 支　出

      第２項  企業債償還金

      第２項  企業債償還金

令和４年度龍ケ崎市下水道事業会計補正予算（第３号）

令和４年度龍ケ崎市の下水道事業会計補正予算（第３号）は，次に定めるとこ

　ろによる。

令和４年度龍ケ崎市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定

　めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

2,700,031 千円 2,336千円 2,702,367 千円

59,792 千円 686千円 60,478 千円

1,357,845 千円 2,336千円 1,360,181 千円

2,323,854 千円 2,336千円 2,326,190 千円

55,713 千円 686千円 56,399 千円

130,088 千円 △5,220千円 124,868 千円

千円

2,152,298 千円 2,336千円 2,154,634 千円

46,373 千円 686千円 47,059 千円

41,229 千円 661千円 41,890

820,507千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,232千円，減債

積立金36,641千円，当年度分損益勘定留保資金419,384千円及び当年度利益剰余金処分額

356,250千円で補てんするものとする。）」に改め，同条中資本的収入及び支出の予定額を

　　第１款　公共下水道事業資本的収入 541,510 千円 △5,220千円

  次のとおり補正する。

536,290 千円

　　第１款　公共下水道事業資本的支出 1,346,717

1,223,120 千円 △5,220千円 1,217,900

千円 △5,220千円 1,341,497

4,656 千円 25千円 4,681 千円

千円

千円

予算第４条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

29,715 千円

10,120 千円 △505千円 9,615 千円

　　第２款　農業集落排水事業資本的収入 30,220 千円 △505千円

45,015 千円

45,520 千円 △505千円 45,015 千円

　　第２款　農業集落排水事業資本的支出 45,520 千円 △505千円
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  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。

　(既決予定額)   (補正予定額)    (　計　)

(1) 職員給与費

  （他会計からの補助金）

第５条　

  （債務負担行為）

第６条　

　　令和４年１２月８日提出

 龍ケ崎市長　萩　原　 勇

予算第９条中，「404,955千円」とあるのを「402,252千円」に改める。

66,130 千円 16千円 66,146 千円

債務負担行為を予算第１１条とし，債務負担行為をすることができる事項，期

　間及び限度額は，次のとおりと定める。　

（単位   千円）

農業集落排水処理施設等維持管理業務委託契約
令和4年度から
令和7年度まで

9,504

公共下水道ポンプ場自家用電気工作物保安管理にかかる業
務委託契約

令和4年度から
令和5年度まで

452

調整池ポンプ機場維持管理業務委託契約
令和4年度から
令和5年度まで

1,133

公共下水道ポンプ場等維持管理にかかる業務委託契約
令和4年度から
令和7年度まで

16,500

納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約
令和4年度から
令和5年度まで

163

賠償責任保険等加入申込
令和4年度から
令和5年度まで

194

事　　　　　項 期　間 限 度 額

公営企業会計及び消費税申告支援業務委託契約
令和4年度から
令和5年度まで

1,100
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（単位   千円）

補正予定額

1 公共下水道 2,700,031 2,336 2,702,367

事業収益 2 営業外収益 1,357,845 2,336 1,360,181

3 他会計補助金 231,768 2,336 234,104

2 農業集落排 59,792 686 60,478

水事業収益 2 営業外収益 55,713 686 56,399

3 他会計補助金 32,979 686 33,665

2,759,823 3,022 2,762,845

（単位   千円）

補正予定額

1 公共下水道 2,323,854 2,336 2,326,190

事業費用 1 営業費用 2,152,298 2,336 2,154,634

1 管渠費 37,778 542 38,320

2 ポンプ場費 12,861 1,808 14,669

5 総係費 60,595 △ 14 60,581

2 農業集落排 46,373 686 47,059

水事業費用 1 営業費用 41,229 661 41,890

1 管渠費 1,761 100 1,861

2 処理場費 8,419 531 8,950

5 総係費 10,611 30 10,641

2 営業外費用 4,656 25 4,681

1 支払利息及び企業 4,456 25 4,481

債取扱諸費

2,370,227 3,022 2,373,249

計

備　考

項

令和４年度龍ケ崎市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　　入

款 備　考目 既決予定額

支　　　出

20

既決予定額項 計

計

目

計

款

41



（単位   千円）

補正予定額

1 公共下水道 541,510 △ 5,220 536,290

事業資本的 2 他会計補助金 130,088 △ 5,220 124,868

収入 1 他会計補助金 130,088 △ 5,220 124,868

2 農業集落排 30,220 △ 505 29,715

水事業資本 2 他会計補助金 10,120 △ 505 9,615

的収入 1 他会計補助金 10,120 △ 505 9,615

571,730 △ 5,725 566,005

（単位   千円）

補正予定額

1 公共下水道 1,346,717 △ 5,220 1,341,497

事業資本的 2 企業債償還金 1,223,120 △ 5,220 1,217,900

支出 1 企業債償還金 1,223,120 △ 5,220 1,217,900

2 農業集落排 45,520 △ 505 45,015

水事業資本 2 企業債償還金 45,520 △ 505 45,015

的支出 1 企業債償還金 45,520 △ 505 45,015

1,392,237 △ 5,725 1,386,512

支　　　出

計項款 目

21

資本的収入及び支出

収　　　入

款

計

備　考

既決予定額

既決予定額

備　考

計

項 目 計
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１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 379,162,158

減価償却費 1,547,825,018

固定資産除却費 439,087

貸倒引当金の増減額（△は減少） 223,992

賞与引当金の増減額（△は減少） 366,000

法定福利費引当金の増減額（△は減少） 94,000

長期前受金戻入額 △1,128,531,669

支払利息及び企業債取扱諸費 115,756,974

未収金の増減額（△は増加） 84,171

未払金の増減額（△は減少） △10,596,535

　　小　計 904,823,196

支払利息及び企業債取扱諸費 △115,756,974

業務活動によるキャッシュ・フロー 789,066,222

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △145,653,910

無形固定資産の取得による支出 △40,735,819

国庫補助金等による収入 38,090,909

負担金等による収入 2,292,728

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 134,467,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,539,092

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 457,400,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △1,262,914,313

財務活動によるキャッシュ・フロー △805,514,313

　資金増加額（又は減少額） △27,987,183

　資金期首残高 95,942,465

　資金期末残高 67,955,282

令和４年度龍ケ崎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)

　　      （単位　円）
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１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 365,003,593

減価償却費 1,528,190,791

固定資産除却費 439,087

貸倒引当金の増減額（△は減少） 253,579

賞与引当金の増減額（△は減少） 361,000

法定福利費引当金の増減額（△は減少） 91,000

長期前受金戻入額 △1,110,708,772

支払利息及び企業債取扱諸費 111,275,987

未収金の増減額（△は増加） 169,586

未払金の増減額（△は減少） △10,178,657

　　小　計 884,897,194

支払利息及び企業債取扱諸費 △111,275,987

業務活動によるキャッシュ・フロー 773,621,207

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △145,653,910

無形固定資産の取得による支出 △40,735,819

国庫補助金等による収入 38,090,909

負担金等による収入 2,292,728

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 124,852,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,154,092

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 437,400,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △1,217,899,603

財務活動によるキャッシュ・フロー △780,499,603

　資金増加額（又は減少額） △28,032,488

　資金期首残高 84,773,078

　資金期末残高 56,740,590

令和４年度龍ケ崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（公共下水道事業）

(令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで)

　　      （単位　円）
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１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 14,158,565

減価償却費 19,634,227

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29,587

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,000

法定福利費引当金の増減額（△は減少） 3,000

長期前受金戻入額 △17,822,897

支払利息及び企業債取扱諸費 4,480,987

未収金の増減額（△は増加） △85,415

未払金の増減額（△は減少） △417,878

　　小　計 19,926,002

支払利息及び企業債取扱諸費 △4,480,987

業務活動によるキャッシュ・フロー 15,445,015

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 9,615,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,615,000

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 20,000,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △45,014,710

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,014,710

　資金増加額（又は減少額） 45,305

　資金期首残高 11,169,387

　資金期末残高 11,214,692

令和４年度龍ケ崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（農業集落排水事業）

(令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで)

　　      （単位　円）
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Ⅰ　重要な会計方針

　１　固定資産の減価償却の方法

 　(1)　有形固定資産

      ア　減価償却の方法

　　　  　定額法による。

      イ　主な耐用年数

　　　　　建物

　　　　　構築物

　　　　　機械及び装置

　　　　　工具，器具及び備品

　　　　　　各資産の耐用年数は，地方公営企業法施行規則（昭和２７年総理府令第７３号）別表第２

        　号（第１４条及び第１５条関係）及び，「地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の

        　勘定科目等について（通知）」（平成２４年総財公第９９号）による。

   (2)　無形固定資産

      ア　減価償却の方法

　　　　　定額法による。

      イ　主な耐用年数

　　　　　施設利用権　　　３５年

　２　引当金の計上方法

 　(1)　退職給付費引当金

　　　　本市は，退職手当組合の茨城県市町村総合事務組合に加入しており，追加負担金は一般会計が全

　　　額負担する取扱いとしているため，退職給付費引当金は計上していない。

 　(2)　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（１２月から３月までの４か月分）を計上している。

 　(3)　法定福利費引当金

　　　　職員の期末手当及び勤勉手当の支給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（１２月から３月までの４か月分）を計上している。

 　(4)　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み額を計上している。

　３　消費税等の会計処理

　　　財務諸表に係る消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式による。

令和４年度　　注　記　
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Ⅱ　予定貸借対照表等関連

　　企業債の償還に係る他会計の負担　

　　業集落排水事業分が303,239千円である。

Ⅲ　セグメント情報

　１　報告セグメントの概要

　　トとしている。

　２　報告セグメントごとの営業収益等

　営業収益

　営業費用

　営業損益

　経常損益

　セグメント資産

　セグメント負債

　その他の項目

他会計繰入金

雨水処理負担金

他会計補助金

減価償却費

特別利益

特別損失 504,000 0 504,000

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額

186,389,729 0 186,389,729

支払利息及び企業債取
扱諸費

111,275,987 4,480,987 115,756,974

0 0 0

358,956,000 43,280,000 402,236,000

1,528,190,791 19,634,227 1,547,825,018

29,086,332,145 552,746,659 29,639,078,804

62,820,000 － 62,820,000

365,507,593 14,158,565 379,666,158

31,415,502,545 596,932,408 32,012,434,953

2,103,711,878 40,470,227 2,144,182,105

△877,783,878 △36,761,227 △914,545,105

項目 公共下水道事業 農業集落排水事業 合計

1,225,928,000 3,709,000 1,229,637,000

　公共下水道事業 　公共下水道事業区域における汚水の排除及び処理，雨水排水

　農業集落排水事業 　農業集落排水事業区域における汚水の排除及び処理

　　　令和４年度（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）　 （単位　円）

龍ケ崎市の下水道事業会計は，公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており，各事業で

　　　なお，各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分 事業内容

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，公共下水道事業分が3,082,830千円，農

運営方針等を策定していることから，公共下水道事業及び農業集落排水事業の２つを報告セグメン
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Ⅳ　リース契約により使用する固定資産

　１　リース取引の処理方法

　　行っている。

　２　オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

円

円

円

Ⅴ　その他

　１　引当金の取り崩し

 　(1)　賞与引当金の取り崩し

 　(2)　法定福利費引当金の取り崩し

 　(3)　貸倒引当金の取り崩し

当年度において，債権の不納欠損処理に伴い，貸倒引当金を公共下水道使用料分6,144,449円，

　　　下水道受益者負担金分297,972円，農業集落排水使用料分96,587円取り崩す。

当年度において，６月支給の期末手当及び勤勉手当の支払いのため，賞与引当金を公共下水道

　　　事業分3,928,000円，農業集落排水事業分363,000円取り崩す。

当年度において，６月支給の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費支払いのため，法定福利

　　　費引当金を公共下水道事業分755,000円，農業集落排水事業分67,000円取り崩す。

オペレーティング・リース取引については，通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を

１年以内 5,024,841

１年超 5,552,976

計 10,577,817
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