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三芳水道企業団の情報誌「三水通信第4号」をお届けします。
本号では、企業団の平成20年度業務量や平成21年度の予算の概要などを中心にお知らせします。

有収水量は前年対比2.65％の減

〜三芳水道企業団の平成20年度業務量（概要）をお知らせします〜

水道料金収入の元となった年間有収水量は6,232,741裙で
前年対比2.65％の減少となりました。最近３ヵ年は減少傾
向で推移しています。これは当企業団の給水区域内の人口
減少が主な要因であるとともに、皆様の節水意識の高まり
やペットボトル等の利用も減少の要因と考えられます。
主な業務量として、給水人口、給水件数、年間総給水量
などを下の表にまとめました。
水道事業は、水道料金が主な収入であるため、水需要の
増加が望まれますが、個人のご家庭でも企業でも、節約・

業務量
の推移
（最近3ヵ年）

経費節減・省エネなどの意識は大切なことですし、時代の
ながれと思われます。
三芳水道企業団としても、今後、水需要の増加が期待で
きない中で、重要なライフラインである水道施設を維持し、
安心安全な水を皆様に供給していくためには、絶え間ない
経営合理化と受益者負担の原則に則った確実なる料金収入
確保に努めていく必要があります。（この業務量に係る決
算概要は次号にてお知らせする予定です。
）

年度

項目及び説明

給水人口
給水件数
普及率
年間総給水量
年間有収水量
一日最大給水量
一日平均給水量
供給単価
給水原価

人
件
％
裙
裙
裙／日
裙／日
円／裙
円／裙

年度末に給水を受けている人口
年度末に給水をしている契約件数
給水区域内で給水を受けている割合
年度中に給水区域に供給した水量
給水量のうち料金をいただいた水量
年度中で最も多く給水した日量
年度中の平均給水日量
有収水量１裙当たりの収益（収入）
有収水量１裙当たりの費用（コスト）

平成18年度 平成19年度 平成20年度
５６,７６３
５７,０１０
５７,１２４
２６,６６９
２６,３９５
２６,１１０
９６.３
９６.２
９５.７
７,９１５,８９６ ８,０８５,５９７ ７,８６０,９０６
６,４２５,６８３ ６,４０２,２８１ ６,２３２,７４１
２７,６６５
２８,７７１
２７,６４２
２１,５３７
２２,０９２
２１,６８７
２３６.５４
２３９.１４
２４０.７６
３２６.８２
３１７.００
３０８.３９

平成21年度三芳水道企業団事業予算のあらまし
水道事業予算は、①水道料金収入や水の浄化や配水、水
道施設の維持管理、水道料金の賦課徴収など水道事業の運
営に係る収入・支出に関する予算（これを収益的収支予算
といいます。）と②水道本管や浄水場などの水道施設の新
設・改良・更新に要する費用とそれを賄う財源として補助
金や企業債などの設備にかかる収入・支出に関する予算
（これを資本的収支予算といいます。）の2つで構成されま
す。

収益的収支予算

水道事業の運営に関する収支

本年度の予算につきましては、水道未普及地域となって
いる南房総市山名地区において、配水管（水道本管）の布
設工事に本格着手することです。その他、経年劣化した重
要設備の更新や水道メーター検針業務等の委託範囲の拡大
などがあげられます。
平成21年度予算の概要を下に円グラフで示します。（金
額は税込みです。
）
詳しくはホームページをご覧ください。

資本的収支予算

その他の費用
20,132千円
0.93％

市からの補助金
257,059千円
11.84％
県からの補助金
251,038千円
11.56％

収益的収入
2,170,714千円

その他の収入
29,809千円
1.37％

借入金の
支払利息
134,381千円
6.20％

収益的支出
2,169,163千円

減価償却費
362,660千円
16.72％

きれいな水を作る費用
208,710千円 9.62％

水道料金を賦課徴収し
たり経営管理する費用
174,442千円 8.04％

きれいな水を買う費用
996,742千円 45.95％
水を供給する費用
227,366千円 10.48％

お客様の代わりに行った
工事の費用
44,730千円 2.06％

水施設の新設・改良・更新に関する収支

市からの出資金
24,101千円 6.82％

料金収入
1,585,618千円 73.06％

お客様の代わりに
行った工事の収入
47,190千円 2.17％

その他の収入
60,732千円
17.20％
内部留保資金
（自己資金）
502,152千円 資本的収入
353,176千円
353,176千円
未普及地域解消に
必要な事業費
106,982千円
12.51％

施設を改良・更新する費用
343,172千円 40,12％

裏面もご覧ください

資本的支出
855,328千円

国・県から施設整
備に対する補助金
34,343千円
9.72％
企業債
（国などからの借入）
234,000千円
66.26％

その他の支出
5,000千円
0.58％

企業債の借入元金等の返済
400,174千円 46.79％

検針業務と開閉栓・精算業務の民間委託について

水道料金のご案内

昨年4月から、従来の水道メーター検針業務に加え、開閉
水道料金は、「メーターの口径に応じた基本料金」と
栓・精算業務も㈱ジェネッツに委託しています。引き続き、 「ご使用水量に応じた従量料金」からなっており、原則と
偶数月の定例検針時には委託業者の検針員が、お客様からの
して2ヶ月に1度（奇数月）のご請求となります。料金につ
水道の使用開始・中止のお申し込みに対しましては、委託業
いて詳しくはホームページをご覧いただくか、業務係（電
者の職員が現地で対応します。
話22-3729）までお問い合せください。
ご不明な点お気付きの点がございましたら、業務係（電話
なお、料金の支払いが遅れますとやむを得ず給水停止と
22-3729）までお問い合せください。
させていただくこととなりますので、納期限を守り未納に
ならないようお願いいたします。

漏水調査業務も民間委託

企業団では、浄水場から送り出した水道水を無駄なく皆
様にお届けするために、道路に埋設されている水道管など
の漏水調査を館山市の全域及び南房総市の富浦・三芳地区
にて6月から来年の2月末まで行います。
なお、この調査は㈱日本水道センターの調査員が行いま
す。調査員は腕章を着用し身分証明書を携帯しています。
調査員がお伺いしましたら、調査にご協力願います。
ご不明な点やお気付きの点がございましたら、施設維持
班（電話22-3783）までお問い合せください。

水道料金のお支払いには
便利な口座振替を！！
自動引落で払い忘れがありません。
★口座振替取扱金融機関
館山信用金庫、千葉銀行、三井住友銀行、京葉銀行、
千葉興業銀行、中央労働金庫、君津信用組合、ＪＡ安
房、千葉県信用漁業(協)、ゆうちょ銀行(郵便局)

ご家庭の水道設備（給水装置）のメンテナンスはお客様ご自身で
ご家庭の給水装置はお客様の財産です。給水装置の管
理を適正に行わないと、水漏れや水の濁りなどが発生す
る可能性がありますので、日頃から水道メーターの点検
や朝一番に汲んだ水道水のチェックなどを行いましょう。

○ 給水装置とは・・・
公道などの下に埋設された配水管から「分岐してご家
庭の各じゃ口まで」の水道設備を総称して「給水装置」
といいます。給湯器なども給水装置に含まれます。

○ 給水装置の管理区分（下の図をご覧下さい。
）
給水装置のうち公道などに埋設されている部分につい
ては、管理上、設置完了後に三芳水道企業団に寄付して
いただき、公道からお客様の敷地内に設置してある第一
バルブ（止水栓）までは、企業団が機能維持をいたしま
すが、第一バルブから水道メーターを経て建物内のじゃ
口まではお客様が維持管理するところです。
水道メーター
（量水器）

○ 給水装置の維持管理はお客様ご自身です・・・
ご家庭の給水装置はお客様の財産ですから、その漏水
修理や改造はお客様ご自身で行ってもらう必要がありま
す。
「じゃ口の水が止まらなくなったので修理して欲しい。
」
といったご要望を企業団にお寄せいただくお客様がいら
っしゃいますが、企業団ではこのようなご要望にはお応
えできません。
給水装置の新設・改造・修理など、工事が必要な場合は
お近くの三芳水道企業団指定工事店（設備工事店）にご相
談下さい。
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水道水から新型インフルエンザに感染
することはありますか？
日本の水道は塩素消毒処理がされており、
三芳水道企業団も同様の処理（受水して
いる南房総広域水道企業団含む）をして
います。よって、水道水を通して新型イ
ンフルエンザが感染する心配はありませ
ん。ご安心してご利用ください。
相談窓口 浄水班（23-3097）
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三芳水道企業団の相談窓口
●新しく水道を引いたり、水道設備の 業務係
改造をしたいときは…
（電話0470-22-3782）
●道路などで漏水を見つけたときは…

施設維持班
（電話0470-22-3783）

●水道料金や使用者変更、使用開始 業務係
（中止）などについては…
（電話0470-22-3729）
●水道水の水質については…

浄水班（作名浄水場）
（電話0470-23-3097）

三芳水道企業団のホームページをぜひご覧ください。水道に関するより詳しい情報が掲載されています。

ホームページアドレス http://www.awa.or.jp/home/pww̲344/
表面もご覧ください

