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　平成 26 年度決算において、「供給単価」は 232.84 円で、「給水原価」325.49 円を下回る状態となっています。
　一般的には、供給単価が給水原価を下回れば、採算がとれないこととなります。三芳水道企業団においては、水
道料金以外の収入である千葉県、館山市・南房総市からの補助金により、収支の均衡を保っているのが現状です。 
※供給単価：有収水量１㎥当たりの収益
　給水原価：有収水量１㎥を給水するために必要な費用
　有収水量：料金収入の対象となった水量

〔表１〕給水収益、給水人口の推移　平成20～ 26年度（平成 27年 3月 31日現在）過去7年間（税抜）　（単位：千円）

項目 （平成20年度）（平成21年度）（平成22年度）（平成23年度）（平成24年度）（平成25年度）（平成26年度）

給水収益 1,474,315 千
円 1,467,347 千

円 1,464,391 千
円 1,430,504 千

円 1,429,257 千
円 1,404,579 千

円 1,388,676 千
円

給水人口 56,763 人 56,222 人 57,239 人 57,227 人 56,621 人 55,741 人 55,165 人

〔図１〕給水収益、給水人口の推移　平成20～ 26年度（平成 27年 3月 31日現在）過去7年間
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　　　　　　僕の口
平成２7年度第５7回水道週間標語

水道事業を取り巻く環境の変化

水道事業の現状と課題

　現在水道使用量は、少子化などによる人口減少、ライフスタイルの変化や、環境問題
への意識の高まりを背景とした節水意識の向上や節水型機器の普及により、減少傾向に
あり、今後水道料金収入（給水収益）の大幅な増加は見込めない状況にあります。
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参考として近隣事業体との供給単価の比較を掲載します。
近隣事業体との供給単価の比較（平成25年度）（税抜） （単位：円）

〔表２〕給水原価、供給単価の比較　平成20～ 26年度（平成 27年 3月 31日現在）過去7年間（税抜）

項目 （平成20年度）（平成21年度）（平成22年度）（平成23年度）（平成24年度）（平成25年度）（平成26年度）

給水原価 326.82 円 320.22 円 321.25 円 327.40 円 332.57 円 337.18 円 325.49 円

供給単価 236.54 円 235.54 円 234.84 円 233.61 円 233.38 円 232.29 円 232.84 円

事業体名 三芳水道企業団 南房総市 鴨川市 鋸南町

供給単価 232 円 237 円 268 円 281 円

給水人口

給水件数

年間総給水量Ⓐ

年間有収水量Ⓑ

有水率Ⓑ／Ⓐ×100

一日最大給水量

一日平均給水量

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

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

料金収入となった水量の割合

年度中で最も多く給水した日量

年度中の平均給水日量

平成２５年度業務量（平成２６年３月３１日現在） 水1㎥（1,000㍑）当たりの収益と経費

収益的収支 （単位：円） （単位：円）

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

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。

□配水管布設工事（新しい配水管を設置する工事）
□配水管改良工事（老朽化した配水管を新しくする工事）

2,028ｍ
226ｍ

4ヶ所□浄水施設改良工事（浄水場の施設・設備を改良する工事）平成２1年度
工事の概要

〔収入　2,116,090,113〕

〔支出　2,099,109,154〕

その他の収入
32,473,974　1.6%

館山市・南房総市からの出資金
15,406,000　7.4%

館山市・南房総市からの補助金
297,280,000　14.0%

きれいな水を作る費用
227,269,980　10.8%

水を供給（配水）する費用
155,058,398　7.4%

その他の費用
24,632,030　1.2%

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%

減価償却費
392,022,443
18.7%

減価償却費
392,022,443
18.7%

千葉県からの補助金
285,616,000　13.5%

資本的収支
〔収入　206,992,871〕

〔支出　595,694,523〕

負担金（配水管移設工事）
19,610,871　9.5%

翌年度繰越額に係る
財源充当額（出資金）
4,976,000　2.4%

借入金の支払利息
113,884,816　5.4%

水道料金
1,500,720,139　70.9%

きれいな水を買う費用
999,737,077　47.6%

内部留保資金（自己資金）等　資本的収入が資本
的支出に対して不足する393,677,652円は自己資
金（過年度分損益勘定留保資金等）で補填しました。

企業債
167,000,000
80.7%

施設の改良・更新に要した費用
292,497,607　49.1%

企業債の借入元金の返済
303,196,916　50.9%

５５，７４１人

２７，５８３件

７，８７８，７９１㎥

６，０４６，７４９㎥

７６．８％

２６，０４９㎥

２１，５８６㎥

供給単価
232.84円

給水原価
325.49円

2㍑ペットボトル
×500本分

平成２6年度
水 1㎥の量とは？

1,000㍑
（2㍑ペットボトル× 500本）

老朽化する水道施設の更新
　給水区域内の管路布設総延長は 412,133 ｍ（水道統計：平成 26 年度末＜速報値＞）に
上ります。その 23.2％に当たる約 95,747 ｍが既に耐用年数の 40 年を経
過しています。
　耐用年数を超えても、直ちに破裂や断水、通水不能になることはないと考
えますが、これらの事態が発生することのないよう、地震に非常に弱いとさ
れる石綿セメント管の更新等の耐震対策と合わせ、耐用年数を過ぎた管路の
更新を行う必要があります。（平成 26 年度の更新実績 633 ｍ）

これまでの取組み状況
　三芳水道企業団では、老朽化した小規模浄水施設の廃止などの合理化により、経費の節
減や人件費の削減等を行うことにより、経営の効率化等を図り、平成 12 年より消費税率の
変更に伴う改正以外、水道料金の改定を行うことなく、現在に至っております。

厳しさを増す経営環境
　このように、老朽化した配水管等の水道施設更新や、防災対策としての耐震化等の推進
に伴う投資は増大していく一方で、水道料金収入の減少期を迎え、水道事業をめぐる経営環
境は、一層厳しさを増してきています。
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水道施設（給水装置）の維持管理と指定工事店について
　水道施設はお客様の大切な財産ですので、お客様と企業団の維持管理の区分を定める内容を掲載します。

　水道工事（給水装置）は水道法、三芳水道企業団給水条例により定められており、三芳水道企業団の指定を受
けた工事店のみが、工事を行うことができます。
　また、宅内の漏水等が発生した場合は、当企業団指定の水道工事店に修理を依頼するようお願いします。
　なお、三芳水道企業団指定工事店については、当企業団ホームページをご覧いただくか、業務係（電話２２－
３７８２）までお問合せ下さい。

　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。した
がって、給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。」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

（指定工事店）にご相談下さい。

◆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
団が維持管理をいたしますが、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。

お客様の敷地お客様の敷地

お客様が
管理します

給水
管

配水
管（
本管
）

メーター
ボックス

企業団が
管理します

道路

第一バルブ

止水栓

水道メーター
（企業団からの貸与品）

●検針にご協力ください
　メーターの検針は、２ヶ月に１回検針員がお伺いし、使用水量と請求予定額をお知
らせする大切なものです。そのため、お客様に注意していただかなければはならない
ことがあります。
１．メーターボックスの上には物を置かないでください。 
２．メーターボックスの上に自動車等を止めないでください。
３．犬は出入り口やメーターボックスから離して必ずつないでおいてください。
４．家の増改築などで、メーターボックスが屋内、床下になる場合、移動してください。 
５． メーターボックスの中に水や泥水が入らないように、いつもきれいにしておきましょう。
　（漏水の発見にも役立ちます。）

宅内漏水（第一バルブ以降からじゃ口まで）の修理はお客様ご自身で
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三芳水道企業団の相談窓口
（平日の午前8時30分から午後5時）

● 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）

水道料金のご案内！！

　水道料金は、「メーターの口径に応じた基本料金」と「ご使用水量に応じた従量料金」からなって
おり、原則として２ヶ月に１度（奇数月）のご請求となります。料金について詳しくはホームページをご
覧いただくか、三芳水道企業団お客様サービスセンター（電話２５-７３１１）までお問い合わせください。
　なお、三芳水道企業団では、納期限までにお支払いがない場合、水道料金督促状を発送します。
それでもお支払いがない場合は、給水停止予告通知書を発送し、最終的に納付いただけない場合は
やむを得ず給水停止を実施しています。
　給水停止を行うことは本意ではありませんが、お客様の公平を期するためやむを得ない手段です。
納期限内のお支払いをよろしくお願いします。

〔各種お問合せ〕
　三芳水道企業団では、右に
示すとおり、ご相談内容によ
り相談窓口を設置しておりま
すので、ご利用下さい。

水道料金のお支払いには便利な口座振替を !! コンビニでもお支払いできます !!

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、
千葉県信用漁業協同組合連合会、
ゆうちょ銀行（郵便局）

水道料金納入通知書により以下の
コンビニでもお支払いいただけます。
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、デ
イリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、サーク
ルＫ、サンクス、ミニストップ、スリーエフ、セー
ブオン、ポプラ、セイコーマート、ココストア、コミュ
ニティ・ストア、ＭＭＫ設置店
※納入通知書の裏面にも記載してあります。

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/

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　電話 0470-22-6382

館山市
●館山地区
丸高石油㈱
市川住宅設備
●北条地区
㈱ユタカ設備工業所
㈲市川ポンプ店
㈲山﨑設備工業

㈲亀入ポンプ店
㈲高橋農機店
㈲杉山住宅設備
㈱商栄社
●那古・船形地区
白幡興業㈱
㈲八幡電気
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㈱

●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

組合加盟店一覧
有料広告


