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平成20年度一般会計決算状況について 

安全でおいしい水をお届けするために… 

　印旛郡市広域市町村圏事務組合は、印旛郡市７市２町２村（成田市・佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・
酒々井町・印旛村・本埜村・栄町）からの負担金と軽費老人ホームよしきりの入所者からの使用料および千葉県からの補助金
を主な財源として、構成市町村の事務を共同で処理しています。 
　地方行政を取り巻く厳しい経済環境のなか、限られた予算の中で最大限の効果を発揮できるよう効率的な事業運営をすすめ
てまいりました。その結果であります平成20年度決算について報告いたします。 
　今後も予算の適正な配分・執行に努めるとともに、効率的な事業運営をしてまいります。 

　当組合は、みなさんがお住まいの印旛地区11市町村（成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、印
旛村、長門川水道企業団（本埜村、栄町））へ水道水を供給している特別地方公共団体です。当組合から各市町村の水道事業に送ら
れた水が、みなさんの家に届られています。この組合の仕事は水道用水供給事業といわれています。平成20年度の決算は、送水
量が前年に比べて増量となったこと及び効率的な事業経営を進めてきた結果、昨年に引き続き黒字を確保しました。 

単位：円 単位：円 

歳　入 

分担金及び負担金 227,082,000 
 

30,115,322 
 

26,692,000 
 

31,832,599 
 

1,960,158 
 

71.5% 
 

9.5% 
 

8.4% 
 

10.0% 
 

0.6%

1,163,747 
 

109,468,791 
 

118,445,150 
 

56,255,331

0.4% 
 

38.4% 
 

41.5% 
 

19.7% 
 

317,682,079 285,333,019

使用料及び手数料 

県　支　出　金 

繰　越　金 

諸　収　入 

歳　出 

内　　　訳 構成比 

前年度比 
1.9％減 

前年度比 
2.3％減 

内　　　訳 構成比 

歳入から歳出を差し引いた残金32,349,060円は、翌年度予算への繰越金となります。 

（構成市町村からの負担金） 

（軽費老人ホームよしきりの入所者からの使用料） 

（民生費・衛生費に対する県からの補助金） 

（平成20年度予算からの繰越金） 

（軽費老人ホームよしきりの入所者の電気料等） 

議　会　費 

総　務　費 

民　生　費 

衛　生　費 

（組合議会議員の報酬及び議会に要した経費） 

（職員の給与・共同研修・共同採用試験等広域事業に要した経費） 

（軽費老人ホームよしきりの運営に要した経費） 

（第二次救急医療・小児救急医療に要した経費） 

議会費　0.4%

総務費　38.4%

民生費　41.5%

衛生費 19.7%
諸収入　0.6%

分担金及び負担金 71.5%

使用料及び手数料　9.5%

県支出金　8.4%

繰越金 10.0%

１．収益的収支（水を供給するための収入及び支出） 
　平成20年度の供給水量は、1,842万8,771立方メー
トルとなりました。収入は水道用水の供給料金など37億
47万6,106円、支出は千葉県水道局へ支払いました使用
料及び委託料（※1）など33億4,696万6,671円となり、
その結果、純利益は3億5,350万9,435円となりました。 
※1当組合は自前の浄水場等の施設を有していないため、利根川から取水した水
　を千葉県水道局の施設を借りて浄水処理した水を供給しています。 
 ２．資本的収支（施設などをつくるための収入及び支出） 
　組合では、将来必要となる水を確保するための施設の
建設も行なっています。そのための収入は、構成団体から
の出資金や企業債など12億3,315万8,600円となりま
す。一方、支出はダム建設事業費など20億9,241万
7,422円となり、先の収入額から翌年度逓次繰越額
1,058万円を除いた額と、支出額との差額8億6,983万
8,822円は留保資金などで補てんしました。 

平成20年度決算 

平成20年度決算貸借対照表（消費税及び地方消費税抜き表示） 

資金不足比率 

平成20年度決算 

単位:円 

資本的収入 

資本的支出 

資本的収支 
（施設の建設や改良 
などに係る収入 
と支出・税込） 

事業収益 給水料金収入　3,610,312,807

市町村からの補助金など  
 90,163,299

支払利息  
 313,442,548

純利益  
 353,509,435

使用料及び浄水処理業務委託料、施設の維持管理費用、 
減価償却費など　3,033,524,123

企業債 
812,400,000

国庫補助金 
97,275,000

ダム建設費負担金など 
347,516,136

企業債償還金 
1,311,055,688

市町村からの出資金 
308,040,000

　　　　　　　　　　　　市町村の負担金 
15,443,600（翌年度逓次繰越額に係る財源充当額 10,580,000円を含む。） 

事業費用 

収支不足額 869,838,822

施設の改良費用 140,527,086 年賊償還金 287,247,703

国庫補助金返還金 
6,070,809

（平成21年3月31日現在） 

資　　　産　　　の　　　部 負　債　及　び　資　本　の　部 
科　　目 金　　額（円） 科　　目 金　　額（円） 

1　固　定　資　産 

　 

　（1）有形固定資産 

　 

　（2）無形固定資産 

　 

2　流　動　資　産 

　 

　（1）現金預金 

　 

　（2）未収金 

　 

　（3）貯蔵品 

　 

資　　産　　合　　計 

 

3　固　定　負　債 

　（1）年賦未払金 

4　流　動　負　債 

　（1）未払金 

　（2）その他流動負債 

負　　債　　合　　計 

5　資　本　金 

　（1）自己資本金 

　（2）借入資本金 

6　剰　余　金 

　（1）資本剰余金 

　（2）利益剰余金 

資　　本　　合　　計 

　 

負　債 ・ 資　本　合　計 

23,401,782,931 

　 

17,043,552,820 

　 

6,358,230,111 

　 

1,992,451,267 

　 

1,671,035,285 

　 

320,927,612 

　 

488,370 

　 

25,394,234,198

1,270,587,104 

1,270,587,104 

312,759,988 

311,853,198 

906,790 

1,583,347,092 

13,713,939,984 

6,860,543,693 

6,853,396,291 

10,096,947,122 

9,743,437,687 

353,509,435 

23,810,887,106 

　 

25,394,234,198

資金不足比率 
平成20年度の公営企業の経営の健全化を判断する「資金不足比率」
は経営健全化が必要とされる基準未満でした。 

特別会計の名称 

水道用水供給事業会計 

 

資金不足比率 

無し 

経営健全化基準 

20.0%

収益的収支 
（用水供給事業に 
係る収入と支出・税抜） 

平成20年度水道用水供給事業決算状況 
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財団法人印旛沼環境基金 

いんば沼フォーラム 
ｉｎ　やちよ 

 

　いんば沼フォーラムは、毎回テーマを変え、印旛沼流域市町
村で開催しています。 
　今回のフォーラムでは、印旛沼と流域の歴史を見つめると
ともに、動植物のそれぞれの専門家たちと座談し、生きものた
ちの世界からいんば沼の“いま”を覗き、“あした”を眺めます。 

日　　時　平成22年2月6日（土）13:30～17:00 
　　　　　（受付12:20～） 
場　　所　八千代台文化センター　ホール 
　　　　　（住所 八千代市八千代台西1-8  
　　　　　　　　　　　　�047-482-1833） 
　　　　　※駐車場はございませんので、公共 
　　　　　　交通機関をご利用ください。 
定　　員　200名（先着順） 
入　　場　無料 
主　　催　財団法人印旛沼環境基金、八千代市 
問い合わせ　財団法人印旛沼環境基金 
　　　　　�043-485-0397 

特別講演演題　あばれ沼と八千代の人々の苦しみ 
　　　　　　　講演者 小林千代美（こばやし　ちよみ）（郷土歴史作家） 
座談会テーマ　大丈夫か？いんば沼…！ 
　　　　　　　　　　－生きものたちの世界から－ 

　　座　　長　本橋敬之助（もとはし　けいのすけ） 
　（財団法人印旛沼環境基金・農学博士） 

　　パネラー　中村　俊彦（なかむら　としひこ） 
　（千葉県中央博物館・農学博士） 

　　　　　　　小出　可能（こいで　かの） 
　（財団法人自然環境研究センター・農学博士） 

　　　　　　　川津　浩二（かわづ　こうじ） 
　（千葉県水産総合研究センター内水面水産研究所） 

　　　　　　　浅野　俊雄（あさの　としお） 
　（財団法人日本野鳥の会） 
 

　軽費老人ホーム“よしきり”は昭和53年に、印旛郡市11市町村
で構成される一部事務組合によって、近くに「千葉県立印旛沼公園」
があり、静かな水と緑に恵まれた環境に設立されました。 
　身の回りの事が自分でできる方を対象とし、低額な料金で、健
康で・明るく・安心して生活を送っていただけることを目的とし
た施設です。 
　定員は50名です。２階建の居室棟を中心に生活しています。 
　部屋は全部個室になっており、それぞれ６畳１間の自分の城
が保たれています。 
　居室内には洗面台と洋式トイレと１間用のクローゼットがあ
り快適な生活ができるように設計されています。調度品などは
好みのものを持ち込むことができ、外泊や外出も申し出をすれ
ば自由で、家族や訪問者の面会も自由になっています。 
　１階居室は芝生に続く庭に出ることができ、２階居室はベラ
ンダを自由に使用できるため両階とともに四季の草花やミニ菜
園で野菜を育てたりと、思い思いの趣味等に利用しています。 
　食事は栄養管理された献立により決められた時間に食堂で食
べます。 
　入浴は、月・水・金曜日となっています。 
　また、日々を楽しく過ごせるよう、無理がなくできるだけたく
さんの方々が、参加できるような行事やクラブ活動を寮母が計
画し、行っています。 
　ホームの庭では、運動会やグランドゴルフ等を、室内では輪投
げやボーリング、羽根っこゲーム等を行い、書道はボランティア
の方に指導していただいています。 
　他の行事として誕生会があり、職員も一緒にテーブルに付き
昼食を兼ねて誕生者を祝福します。忘年会と新年会も欠かせな
い行事の一つです。 
 

内　容 

軽費老人ホーム 
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まつり・催し物 まつり・催し物 ままつつりり・・催催しし物物  まつり・催し物 まつり・催し物 

八街市 第33回八街市生涯学習推進大会 
八街市では、市民一人ひとりが生涯にわたって生きがいのある生活と、年齢に関係なく必要なことや興味関

心のあることをいつでも学べる生涯学習社会の推進を図るため、八街市生涯学習推進大会を開催いたします。 
大会では、社会教育委員会議表彰、生涯学習成果発表、記念講演を行います。記念講演では、内科医、産業

医として臨床に携わる傍ら、落語家として積極的に高座を務め、健康教育と落語をミックスした新しいジャ
ンルの開拓に挑戦している、医学博士で落語家の立川らく朝さんをお招きし、「一笑健康　笑えば治る」と
題してご講演いただきます。 

●日　　　時　2月20日（土）午後1時から　入場無料 
●記 念 講 演　講師　立川らく朝（医学博士・落語家） 
●会　　　場　八街市中央公民館 
●問い合わせ　八街市教育委員会　社会教育課　�043－443－1464 
 

佐倉市 第29回佐倉朝日健康マラソン大会 
今年も、美しい印旛沼の景色を眺めながら走る健康マラソンが開催されます。 
フルマラソンから3�の部まで参加しやすい種目を設定。ベテランからビギナーまで
みんな一緒に参加できます。記録を目指すもよし、家族や仲間で楽しく走るもよし、桜
の季節、春風をうけながらみんなで走ってみませんか？ 
当日は、全国各地からたくさんのランナーが参加し、ゴールを目指して力走します。コー

ス沿道でのご声援もよろしくお願いします。 
※佐倉市岩名運動公園周辺からコース上の酒々井町、印旛村にかけて、交通規制が行わ
れますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。 

●日　　　時　3月28日（日） 
●会　　　場　岩名運動公園陸上競技場　ほか 
●定　　　員　フルマラソンの部・10�の部　各5，000人 
●申 込 締 切　1月31日（日）※定員になり次第締め切ります 
●問い合わせ　佐倉朝日健康マラソン大会実行委員会　�043－485－2929 
●ホームページ　http://www.city.sakura.lg.jp/012370000_shogaisports/index.htm 
 

成田市  

成田市  

成田太鼓祭  ～第13回ふるさとイベント大賞（優秀賞）を受賞！～ 
 

成田の梅まつり 

●開 催 期 間　4月10日（土）～11日（日） 
●み ど こ ろ　○千願華太鼓 

　成田山大本堂前で700人もの出演者が大迫力の一斉演奏を披露します。 
○成田山千年夜舞台 
　成田山大本堂前特設舞台でライトアップされた幽玄な雰囲気のステージを展開します。 
○太鼓パレード 
　成田山表参道を、個性溢れる太鼓チームや踊りチームが賑やかに練り歩きます。 
　ステージでの演奏とはまた違う、華やかな雰囲気が楽しめます。 

●開 催 場 所　成田山新勝寺および表参道周辺 
●問い合わせ　成田太鼓祭実行委員会（成田観光館　�0476－24－3232） 
●ホームページ　http://nrtm.jp/

●開 催 期 間　2月11日（木・祝）～3月14日（日） 
●イベント開催日　2月11日（木・祝）・14日（日）・21日（日）・28日（日）・3月7日（日）・14日（日） 
●時 間 帯　午前10時～午後3時 
●開 催 場 所　成田山公園西洋庭園および一の池（文殊の池） 
 

全国から集まった和太鼓や日本の伝統音楽、伝統舞踊のチー
ムが成田山新勝寺と成田山表参道を賑やかに盛り上げる太鼓の
祭典です。 
出演団体数とそのレベル・個性において“日本屈指の太鼓祭”

と太鼓団体や出演者、太鼓愛好家より高い評価を受けています。 
成田山門前という舞台との調和が織り成す熱気あふれるパフォー

マンスの数々は毎年多くのお客様を魅了しています。 

2月中旬より、成田山公園では約460本の紅白の梅が咲き、春の訪れを感じさせてくれます。凛とした気
品のある花を咲かせる古木が多く、園内を散策する観光客を楽しませてくれます。特に文殊の池北側や、
大本堂に向かい右奥の公園入り口付近は観梅のポイントです。 
イベント開催日には、西洋庭園において甘酒の振舞い、琴・尺八、二胡、津軽三味線の演奏が行われ、また、

一の池（文殊の池）上の梅林では、表千家成田茶道会による野点が開催され（参加無料）、ひと時の風流を楽
しむことができます。 
開催期間中、観梅句の募集も行われます。また、「成田四季彩祭写真コンテスト」成田の風景2009の募集

も行われます。 
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八街市 春の訪れを感じてみませんか 

ままつつりり・・催催しし物物  まつり・催し物 まつり・催し物 まつり・催し物 まつり・催し物 

上岩橋の獅子舞 

●日　　　時　4月4日（日）午前10時頃～午後3時頃 
●場　　　所　駒形神社（午前10時頃～）、 

菊賀神社（午前11時30分頃～）、 
大鷲神社（午後2時頃～） 

●問い合わせ　酒々井町教育委員会社会教育課　 
�043－496－1171 
 

酒々井町 

白井市 

第8回白井市環境フォーラム 
●開　催　日　2月27日（土）午前10時～午後4時50分 
●時　　　間　パネル展示　午前10時から午後4時50分　フォーラム　午後1時から4時45分 
●タ イト ル　自らの手で守ろう白井の自然と環境～食をとおして環境を考える～ 
　　　　　　　※白井市の環境について、小中学生や事業者など環境への取り組みの事例発表 
●場　　　所　白井市文化会館中ホールおよび研修室2（白井市文化センター内） 
●入　　　場　無料 
●交　　　通　北総線「白井駅」下車北口徒歩約15分 
●問い合わせ　白井市環境フォーラム実行委員会事務局（白井市環境課内  �047－492－1111  内線3276） 
 

琴の調と共に星空を楽しんでいただきます。 
●日　　　時　3月14日（日）午後1時30分～2時50分 
●演　奏　者　赤木　静香さん他 
●場　　　所　白井市文化センター3階　プラネタリウムドーム 
●料　　　金　前売券 600円　当日券 700円（2月16日（火）から前売り開始。電話予約も受け付けます。） 
●問い合わせ　白井市文化センター・プラネタリウム　白井市復1148－8　�047－492－1125

星空ライブコンサート（大人向け・要予約） 

　4月第1日曜日に区長宅、駒形神社、菊賀神社、大鷲
神社の順番で獅子舞が披露されます。 
　江戸時代から、五穀豊穣を祈願して行われており、「と
おし」、「れいとろ」、「白刃」、「弓くぐり」、「1匹舞」の
演目を、笛・太鼓のお囃子に合わせて演じます。 

八街市内には、カタクリの群生地や桜の名所が所在しています。 
天候や気温などにより開花時期が変わりますが、カタクリは3月下旬ごろ、桜は3月下旬

ごろから4月上旬ごろまでが見頃となります。 
八街市内を走るコミュニティバス「ふれあいバス」で、それぞれの花の名所へ行くことが

できます。 

白井市文化センター（白井市1148－8）は、図書館・文化会館・郷土資料館・プラネタリウム館からなる複合施設です。 
北総線「白井駅」北口から徒歩約15分。ちばレインボーバス「白井市役所入口」下車徒歩5分。 
国道16号線「白井交差点」より車で2分（230台分無料駐車場有）。 

●ふれあいバス　均一料金　大人200円　小中学生100円 
●カタクリの群生地　ふれあいバス　西コース　いさご会館下車（日枝神社境内） 
●桜 の 名 所　ふれあいバス　中コース（車窓から見物できます） 
　　　　　　　　※カタクリは市の天然記念物に指定されています。 
　　　　　　　　絶対に採取しないで下さい。 
●問い合わせ　八街市企画課　�043－443－1114 
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印旛郡市の人口 

毎月の人口は、ホームページに掲載しています。 

印旛郡市合計706,844人　277,939世帯 
（住民基本台帳調・平成21年10月末日現在） 

合計（人） 
前月からの増加（人） 
世帯数（世帯） 

59,949 
97 
22,079

白井市 

65,141 
111 
23,383

印西市 
13,575 
2 
5,094

印旛村 

9,115 
1 
2,909

本埜村 

23,330 
▲24 
8,553

栄　町 

87,165 
31 
34,398

四街道市 75,261 
▲39 
28,972

八街市 

175,940 
▲6 
69,835

佐倉市 

酒々井町 

新聞や情報誌では、人を殺めてしまっ

た記事が多いです。 

人の命は虫けら同様に思われ、“尊い”

ものではなくなってしまったような

錯覚におちいりそうな昨今になって

しまいました。 

なぜこのような事件ばかりになっ

てしまったのでしょうか。 

家庭や身の周りの環境がそうして

いるのでしょうか・・・・・ 

忙しすぎて子供を顧みなかったり、

過信して子供に期待し過ぎてしまい

双方の現状がわからなくなってしまっ

たのでしょうか。 

自分も同じようなことをしている

にもかかわらず、他人の欠点ばかりが

目に付き目くじらをたてて怒る人が

多いように見受けられます。 

皆が原点にもどり「人のふりみて我

がふりなおせ」とするのがよいのでしょ

うね。 

いろいろな面でもっとゆとりをもち、

落ち着いた環境つくりが必要なのか

もしれないと思う今日この頃です。 

〔 Ｅ・Ｏ 〕 

 

雑感  雑感  

「どんど焼き」（佐倉市） 

1月14日の夕方にどんど焼きという小正月の行事が、

現在も佐倉市志津地区（青菅）と弥富地区で行われて

います。どんど焼きは、一般に左義長といわれる行事で、

正月に使用した門松や注連縄などの正月飾りを一ヶ所

に集め、高く積み上げて焼くものです。 

ダム情報  
利根川上流 
8ダムの 
貯水状況 

（12月10日現在） 

最新データはこちらにアクセスしてください。 
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/river/mzshigen/mizu_02_tone.html

水を大切にしましょう 

32,452万ｍ 
 

3

70％ 

126,104 
160 
53,454

成田市 21,394 
2 
8,965

49,870 
▲28 
20,297

富里市 

さ　ぎ ちょう 

し　め  なわ 

あおすげ や  とみ 
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