
角田市排水設備等工事業者（公認店）
工事業者名 所在地 電話番号

市　内
石川建設㈱ 角田 63－3389
㈱井上組 〃 63－1267
㈲エス・ジェイ・メンテナンス 〃 63－5126
㈱大木組 〃 63－1057
㈱大槻建設 〃 62－3224
㈲角田安全ガス 〃 62－1143
㈱齋直商店 〃 62－1238
㈲髙橋設備 〃 62－4519
㈲高美住設角田支店 〃 62－3017
日広建設㈱ 〃 63－2511
㈱畑中工務店 〃 63－1139
丸眞建設㈱ 〃 62－2155
㈱ワカキ 〃 62－3217
Takami設備 〃 88－9143
池田設備 横倉 63－5752
㈱齋藤管工 島田 62－1506
㈱ウジエ道路工業 尾山 63－5414
㈲福島エル・シィ・サービス 藤田 63－5779
㈲加藤土木 梶賀 62－4501
㈱ホシナ 〃 63－1448
㈲丸子設備工業 〃 63－2402
㈲鈴木組 佐倉 87－6420
仙南工業㈱ 〃 62－5757
㈱センナン住宅設備センター 〃 63－3139
㈲平間伊工業所 〃 63－3304
㈱佐藤建設 江尻 63－1321

市　外

㈲小野商店 丸森町 79－2543
㈲イーエムエコテック 大河原町 52－8730
㈱タカヤ 〃 52－3320
㈱白石ハウビング 柴田町 55－1457
㈱登勇管工設備 〃 55－3731
㈲富沢設備工業所 〃 53－3211
㈲永山設備工業 〃 54－3165
㈱平幸 〃 56－1417
㈱宮城日化サービス 〃 55－2855
㈲熊坂設備 蔵王町 0224－26－9590
㈲松崎建設 〃 0224－33－2703
㈲鈴木設備工業所 川崎町 84－4140
㈱エコー設備工業 白石市 0224－26－3939
和建設㈱ 〃 0224－28－2848
㈲佐藤設備工業 〃 0224－25－1665
㈱シマヌキ建工 〃 0224－25－1888
㈱白石モーター 〃 0224－25－8511
㈲川内住器設備 村田町 83－2248
㈲シンコウ設備工業 岩沼市 0223－24－0431
㈱モリキュウ 〃 0223－22－0450
㈲及川水道工業所 〃 0223－22－4507
㈲青木設備工業所 名取市 022－384－1330
㈱アベ設備工業 〃 022－738－8102
㈱いこい住設 〃 022－382－2717
㈲小野設備工業 〃 022－384－3086
㈲引地設備工業 〃 022－385－0737
鹿又工業㈱ 〃 022－382－0216
阿部春建設㈱ 亘理町 0223－34－3721
㈱門脇総合設備 〃 0223－34－7775

㈱コムロ 亘理町 0223－34－8027
㈱宍戸工業所 〃 0223－34－1722
スイートホームてど 〃 0223－34－5430
㈲伊藤設備工業所 山元町 0223－37－2108
㈲針生設備工業 〃 0223－37－2452
㈱松村工業所 〃 0223－38－0558
㈱ヤマムラ 〃 0223－38－0150
木村工事㈱ 〃 0223－37－2853
㈱青葉設備 仙台市 022－395－9973
㈱アクアテック 〃 022－762－8632
㈱ウォーターライフ 〃 022－231－0660
craft㈱ 〃 022－255－2350
㈱ケイテック 〃 022－218－0961
㈲幸伸住設 〃 022－285－0720
㈱興明設備 〃 022－258－2868
㈱三成工研 〃 022－242－4435
Device㈱ 〃 022－342－1061
㈱平設備興業 〃 022－766－9177
髙橋設備㈱ 〃 022－242－5990
㈱髙橋設備 〃 022－342－1830
㈱東海商事 〃 022－242－2994
㈱羽根川設備工事 〃 022－287－5577
船山設備㈱ 〃 022－394－3632
㈱松清産業 〃 022－284－8679
㈲明和設備工業 〃 022－373－2245
㈱渡辺技工 〃 022－247－1756
㈲加新住設 多賀城市 022－365－8623
㈱藤設備 富谷市 022－346－6411
㈱花坂ハウス工業 東松島市 0225－25－6372

　下水道は、私たちの生活の中から出た汚れた水を、きれいな水に処理して、
自然に戻す役割を担っています。
　お住まいの地域に下水道が整備され使用できるようになった場合、また、
整備済みの地域でまだ接続していない場合は、１日も早い下水道への接続に
ご協力をお願いします。
　供用開始の日から下水道へ接続する期限について、法律や条例で次のよう
に定められています。
　①くみ取り便所の水洗トイレへの改造は３年以内
　②し尿浄化槽の廃止によるものは６カ月以内
　③家庭内や事業所から出る汚水(台所・風呂など)の水洗化工事は６カ月以内

　市では、家庭の負担が少しでも軽くなるよう、
金融機関から接続工事資金を無利子（市が利子を
補給）で借りられるようあっせんしています。あっ
せんには、上記①～③等の要件があります。

　下水道への接続工事は、角田市が公認した排水
設備等工事業者でなければ行うことができません。
公認店（下表）にご相談ください。

　近年、下水道への異物の混入や、廃油などの下水道管内
固着により、緊急清掃を行うケースが増えています。下水道
は生活環境を良くするための公共の財産です。
　詰まりなどの異常が起きた際は、公認店へご相談ください。

工事資金のあっせん

・生ゴミや食用油を流さない
・トイレには水に溶ける紙を使う
・マスにゴミや土砂を入れない
・紙おむつや生理用品を流さない
・ガソリンや水銀を流さない

（令和４年４月１日現在）

下水道への接続にご協力をお願いします下水道への接続にご協力をお願いします

げすいどう めぐりめぐってげすいどう めぐりめぐって
またあおう！またあおう！

工事は排水設備等工事業者へ

マナーを守りましょう

【問い合わせ】
上下水道事業所

（☎63－0135
 ・☎63－2121）
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予算現額
収入済額

予算現額
支出済額

16億6,149万円

50億9,682万円

17億9,774万円
16億1,762万円

32億4,054万円
28億3,137万円

177億8,602万円

32億6,097万円 51億7,662万円
42億2,225万円

14億2,994万円
12億9,607万円

23億4,764万円
15億1,264万円

 6億8,669万円
6億6,899万円

14億8,390万円
11億6,837万円

12億5,090万円
12億4,989万円

32億7,456万円

76億5,795万円
66億1,709万円

44億5,747万円

3億8,780万円

167億3,530万円

市　税 民生費

土木費

教育費

公債費

農　林
業　費

繰入金

市　債

その他 その他

地　方
交付税

国　庫
支出金

県　支
出　金

（令和４年3月31日現在）

歳　入
総　額

歳　出
総　額

歳入歳出予算の執行状況

商工費

【一般会計】

46億     96万円

49億1,872万円

200億3,364万円

5億1,861万円
1億5,499万円

200億3,364万円

【特別会計】	 （単位 : 万円）
会　計 予算現額 収入済額 支出済額

国民健康保険事業 35億7,981 30億4,821 31億4,191
後期高齢者医療 3億6,058 3億3,640 3億4,315
介護保険 32億8,300 26億 9,463 28億 4,961
東根財産区 50 25 25

（注） 特別会計の支出済額に対する収入不足額は、一般会計などから一時繰り
替え運用しています。

市有財産
　令和４年３月31日現在、市で保有している土地や建物など
の財産は次のとおりです。
<土　　地> 194.0万㎡ ： 公園、集会所、市の建物の敷地など
<建　　物> 14.1万㎡ ： 市庁舎、小・中学校の校舎、市営

  住宅など
<基　　金> 74億9,291万円 ： 財政調整基金や明日を拓く

  人材育成基金など
<有価証券> 7,738万円 ： 株券など
<出 資 金> 24億3,009万円 ： みやぎ県南中核病院企業団や

㈱まちづくり角田など

市　債
　令和４年３月31日現在、市が事業を行うために借りた資金
の残高は次のとおりです。
一 般 会 計 102億8,587万円　水道事業会計 6億3,226万円
下水道事業会計  75億3,039万円

一時借入金
なし

区　分 予算現額 収入済額
市民税 12億8,794 12億9,032

固定資産税 14億6,078 14億6,971
軽自動車税 1億1,512 1億1,660
市たばこ税 2億2,876 2億2,860
都市計画税 1億6,837 1億6,933
市税 ( 合計 ) 32億6,097 32億7,456

市税の収入状況 （単位：万円）

【下水道事業会計】
収益的収入・支出 （単位：万円）

内　訳 予算現額 収入・支出済額
収入（下水道使用料など） 9億5,463 9億4,249
支出（維持・管理費など） 9億8,743 9億1,342

資本的収入・支出 （単位：万円）
内　訳 予算現額 収入・支出済額

収入（企業債・補助金など） 9億3,638 9億5,823
支出（工事費など） 11億　318 10億8,157

【水道事業会計】
収益的収入・支出 （単位 : 万円）

内　訳 予算現額 収入・支出済額
収入（水道料金など） 10億7,350 11億5,350
支出（受水費・利息など） 10億2,514 9億2,350
資本的収入・支出 （単位 : 万円）

内　訳 予算現額 収入・支出済額
収入（出資金など) 5,105 3,948
支出（工事費など) 3億2,666 2億9,903

財政状況財政状況
　角田市民の家計簿ともいえる「角田市財政状況」は、６月
と12月の年２回お知らせしています。今回は、令和３年度
の下半期（令和４年３月31日現在）についてご報告します。

令和３年度下半期（10月～３月）

【問い合わせ】財政課（☎63－2113）

　一般会計は当初予算が131億2,000万円でしたが、その
後に必要な補正や令和２年度からの繰越事業を含めた結果、
予算は200億3,364万円となりました。この予算現額に対し
収入済額は177億8,602万円、支出済額は167億3,530万
円です。
　歳入のうち市税は、予算現額32億6,097万円に対し、収入
済額は32億7,456万円、収入率は100.57％です。
　歳出については支出済額167億3,530万円で、執行率は

83.54％です。予算執行にあたっては、厳しい財政状況を踏ま
え、経費の節減に努めながら行政サービスの確保に向け事
業を進めています。
　一方、市債（長期借入金）の現在高は、一般会計は102億
8,587万円、水道事業会計は6億3,226万円、下水道事業会
計は75億3,039万円となっています。なお、一般会計と特別
会計の出納整理期間は５月末までとなっていますので、最終
的な決算については、12月号でお知らせする予定です。

●財政状況●
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