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三芳水道企業団の情報誌「三水通信第１５号」をお届けします。
本号では、企業団の平成２５年度決算の概要などを中心にお知らせします。

平成 25 年度決算が認定されました
平成 26 年 10 月 14 日に開催されました三芳水道企業団定例
会において、平成 25 年度水道事業会計決算が認定されました
ので、その概要をお知らせします。
平成 25 年度につきましたは、安定的にそして継続して水を供
給するため、老朽管更新事業として、昨年度に引き続き三芳水道
企業団創設時に布設した管路の配水管布設替工事を行いました。
また、安全に水を送り出すため、設置後相当年数が経過した
ものについて、浄水処理に支障をきたさぬよう更新工事を行いま
した。

さらに、水道施設耐震化基本計画に基づき、主要浄水場であ
る増間浄水場の耐震化事業の検討を進め、国庫補助採択に向け
準備を行いました。
経営状況につきましては、給水収益が、前年度実績に比べ大
幅に減少したことや、夏季の渇水に伴う受水量の増加等により、
純損失が発生しました。
今後についても給水区域内人口の減少や節水意識の向上に伴
い有収水量の逓減が見込まれるため、より一層の経営改善及びコ
ストの縮減を推進し、健全な財政基盤の確立に努めてまいります。

平成２５年度決算のあらまし
水道事業会計は、①収益的収入（水の浄化・配水、水道施設の維持管理、料金徴収に係る経費とそれを賄う料金収入）と②
資本的収入（水道施設の新設・改良・更新に係る経費とそれを賄う補助金や企業債などの収入）の 2 つで構成されています。
収益的収支では、2,094,128,740 円の収入に対し、2,095,639,094 円の支出でした。
収入の主なものは、水道料金 1,474,807,824 円、県及び館山市・南房総市からの補助金 581,300,000 円でした。
また、支出の主なものは、受水費（南房総広域水道企業団から水を購入）の 1,010,007,932 円でした。
資本的収支は、247,376,806 円の収入に対し、705,710,421 円の支出でした。
収入の主なものは、企業債 168,300,000 円、工事等負担金 37,383,806 円でした。
また、支出の主なものは、改良事業費 394,881,211 円、企業債償還金 310,829,210 円でした。
詳しくは、HP をご覧ください。

平成 25 年度三芳水道企業団水道事業会計決算に係る資金不足率の公表
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき資金不足率を公表します。三芳水道企業団は下記のとおり、平成 25 年度決算に係る
資金不足はありませんでした。今後も、健全な経営に努めてまいります。
■資金の不足額
（①流動負債＋②建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高－③流動資産）－④解消可能資金不足額
（① 207,440千円＋② 0円－③ 1,489,326千円）－④ 0円＝－ 1,281,886千円
■資金不足比率＝資金の不足額÷事業の規模
（①流動負債－③流動資産）÷
（⑤営業収益の額）
（① 207,440千円－③ 1,489,326千円）÷
（⑤ 1,413,337千円）＝－ 0.907
※マイナス値が出た段階で資金不足なし
〈参考〉流動負債：事業の通常の取引において一年以内に償還しなければならない短期の債務
流動資産：現金、原則として一年以内に現金化される債権、貯蔵品など
営業収益：主たる営業活動として行う財貨・サービスの適用の対価としての収入、収益の中心的なもの

平成 25 年度の安全対策耐震化工事について

三芳水道企業団の施設整備計画の基本方針等について三芳水道企業団水道事業地域水道ビジョンを定めております。
ビジョンの中で安全で良質な水道水の安定的供給、地震等の災害時にあっても一定量の水道水の供給を確保するとの基本理念があります。
平成 25 年度主要工事（安全対策耐震化工事）の施工状況につきましてお知らせします。水道施設の整備として、拡張や改良には、ばく大な費用が
かかります。この費用の多くは起債（国などからの借入金）でまかなっていますが、水道事業の健全な運営に努め内部留保金などから返済しています。
名 称
配水管布設（県道南安房
公園線外）工事
配水管布設（市道原岡 1
号線外）工事
配 水 管 布 設（ 県 道 257
号南安房公園線外）工事
配水管布設替（国道 127
号）工事
配水管布設替（市道川田
1 号線外その 1）工事
配水管布設替（県道 258
号富山丸山線外）工事

場 所

工事の概要
DIP（NS 形）φ 200 196.0m、
館山市香 216-2 番地先～塩 φ100 12.7m
見 317-1 番地先
HIVP φ 100 9.7m、 φ 50
176.8m
南 房 総 市 富 浦 町 原 岡 924
DIP（NS 形）φ75 11.4m
番地先～同原岡 936 番 12
HIVPφ 50 113.8m
地先
館山市浜田 201 番 5 地先～ DIP（K 形）φ100 18.35m
浜田 201 番 3 地先
HIVP φ100 9.57m
南房総市富浦町原岡 947 番 DIP（NS 形）φ 200 93.4m、
地先～同原岡 923 番地先 φ75 4.2m
南房総市千代 44 番地先～
DIP（NS 形）φ 300 318.7m
同市千代 171 番地先
DIP（NS 形）φ 250 188.8m、
南房総 市上滝田 1476 番 1
φ75 19.2m
地先～同 1461 番地先
DIP（K 形）φ75 2.1m

名 称
場所
工事の概要
配 水 管 布 設 替（ 市 道 館山市浜田 117 番 1 地先～
HIVPφ100 95.35m
浜田 128 番 10 地先
4017 号線外）工事
DIP（NS 形）φ 200
100.95m、φ150 70.74m、φ
配水管布設替（国道 127 南房総市富浦町原岡 947 番
75 13.94m
地先～同豊岡 42 番地先
号その 2）工事
HPPE φ75 36.0m
HIVP φ75 3.97m
DIP（NS 形）φ 250
配 水 管布 設 替（県道 88 南房総 市上滝田 1461 番地
132.58m、φ 200 1.56m
先～上滝田 1555 番 5 地先
号富津館山線外）工事
HIVPφ75 2.6m、
φ50 4.7m
南房総市富浦町豊岡 836 番
配水管布設替（市道豊岡
HIVPφ150 2.9m、φ100
地先～同市富浦町豊岡 954
2 号線外）工事
283.3m、φ75 2.7m
番地先
DIP
（NS 形）φ 300 250.5m、
配水管布設替（市道川田 南房総市千代 44 番地先～ φ100 7.6m
1号線外その 2）工事
同市千代 231番 4 地先
DIP（K 形）φ 300 1.4m
HIVPφ75 4.2m

裏面もご覧ください

平成２５年度業務量（平成２６年３月３１日現在）
給水人口

年度末に給水を受けている人口

５５，
７４１人

給水件数

年度末に給水をしている契約件数

２７，
５８３件

年間総給水量Ⓐ

年度中に給水区域に供給した水量

７，
８７８，
７９１㎥

年間有収水量Ⓑ

給水量のうち料金をいただいた水量

６，
０４６，
７４９㎥

有水率Ⓑ／Ⓐ×100 料金収入となった水量の割合

７６．
８％

一日最大給水量

年度中で最も多く給水した日量

２６，
０４９㎥

一日平均給水量

年度中の平均給水日量

２１，
５８６㎥

水1㎥（1,000㍑）当たりの収益と経費
10㍑×100杯

10

供給単価
232.29円

給水原価
337.18円

給水原価に対する供給単価の不足分は県、市の補助金により賄っています。

給水原価：水道水を１㎥作るために必要な経費
供給単価：有収水量１㎥当たりの収益

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

□配水管布設工事（新しい配水管を設置する工事）
平成２1年度
ご家庭の給水装置はお客様の個人財産です。給水装置の管
工事の概要 □配水管改良工事（老朽化した配水管を新しくする工事）

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。

2,028ｍ
□浄水施設改良工事
（浄水場の施設・設備を改良する工事）
4ヶ所
○給水装置の管理区分（下の図をご覧下さい。
）
226ｍ
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、企業団が維持管理をいたしますが、第一バルブから
資本的収支 （単位：円 ）
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
翌年度繰越額に係る
〔収入
206,992,871〕
するところです。

○給水装置とは・・・収益的収支 （ 単 位：円 ）
〔収入
2,116,090,113〕
公道などに埋設された配水管から
「分岐してご家庭の各じゃ
財源充当額
（出資金）
負担金
（配水管移設工事）
館山市・南房総市からの補助金
千葉県からの補助金
口まで」の水道設備を総称して「給水装置」といいます。
4,976,000 2.4%
19,610,871 9.5%
297,280,000 14.0%
285,616,000 13.5%
給湯器なども給水装置に含まれます。
内部留保資金（自己資金）
等ーター
資本的収入が資本
企業債
水道メ
水道料金
的支出に対して不足する393,677,652円は自己資
167,000,000
○給水装置の維持管理はお客様ご自身です・・・
（企業団からの貸与品）
1,500,720,139 70.9%
金（過年度分損益勘定留保資金等）
で補填しました。
80.7%
止水栓
ご家庭の給水装置はお客様の個人財産です。したがって、給
その他の収入
館山市・南房総市からの出資金
32,473,974 1.6%
15,406,000 7.4% 第一バルブ
水装置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。」 〔支出 595,694,523〕
〔支出
2,099,109,154〕
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
きれいな水を作る費用
水を供給
（配水）
する費用
借入金の支払利息
227,269,980 10.8%
155,058,398 7.4%
113,884,816 5.4%
道路
管
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。
）
水
管
給
お客様の敷地
減価償却費
本
給水装置の新設・改造・修理など、工事が必要な場合はお
きれいな水を買う費用
施設の改良
・
更新に要
した費用
企業債の借入元金の返済
管（
392,022,443
水
999,737,077 47.6%
292,497,607 49.1%
303,196,916
50.9%
配 企業団が
18.7%
お客様が
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
メーター
管理します
管理します
その他の費用
ボックス
さい。 水道料金を賦課徴収したり
経営管理する費用

186,504,410

8.9%

24,632,030

1.2%

三芳水道企業団の相談窓口

毎年３月下旬～４月上旬は、転入転出等

（平日の午前8時30分から午後5時）

で一年を通じて引越しの多い時期です。
三芳水道企業団では皆さまの利便性を図
るため、下記のとおり窓口を開設します。

開設日

開設時間及び取扱業務

平成 27 年 3 月 21 日（土曜日）8 時 30 分～ 17 時 00 分
平成 27 年 3 月 29 日（日曜日）上水道の開閉栓届等の窓
平成 27 年 4 月 5 日（日曜日）口業務

組合加盟店一覧

●水道料金や使用者変更、使用開
始（中止）などについては…

お客様サービスセンター
（電話 0470-25-7311）

●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）

●新しく水道を引いたり、水道
設備の改造をしたいときは…

業務係
（電話 0470-22-3782）

●水道水の水質については…

浄水班（作名浄水場）
（電話 0470-23-3097）

水道工事は館山市水道管工事協同組合加盟店へご用命下さい
誠意をもって対応します !! 組合事務所

館山市
●館山地区
㈲亀入ポンプ店
㈲高橋農機店
丸高石油㈱
㈲杉山住宅設備
市川住宅設備
㈱商栄社
●北条地区
●那古・船形地区
㈱ユタカ設備工業所
白幡興業㈱
㈲市川ポンプ店
㈲八幡電気
㈲山﨑設備工業

高尾設備工業㈱
㈱岡部建設
●神戸・富崎地区
㈲伊勢庄商店
●豊房地区
千葉精工エンジニアリング㈱
佐野ポンプ店
小金設備工業㈱

電話 0470-22-6382

●館野地区
共和設備工業㈲
井上住設
南房総市
●三芳地区
㈲山本住設
●富山地区
㈲青木酸素商店

●富浦地区
㈲ウェーブタカハシ
高木設備
堀川製作所
㈲真木商店
●千倉地区
安房住宅設備機器㈲

●丸山地区
㈲ダンレイメンテナンス
●和田地区
㈱佐久間総合設備
※有料広告です。広告内
容についてのお問い合わ
せは広告主までお願いし
ます

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/pww_344/

