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給水人口：１５３,９６９人

給水戸数：６４,６７３戸

（平成２９年５月１日現在）
マスコットキャラクター

「みず坊」

左の写真は、今年３月に完成した
清久地内の備前前堀川に架けられた
補強連絡管の固定円弧アーチ型水管
橋です。下の写真は、久喜東３丁目
地内のパイプビーム式水管橋です。
水管橋は、河川や橋の状況に応
じ、いろいろな形があります。水管
橋は外に出ている配水管なので、劣
化が早くなることから、水漏れを見
かけたら、鷲宮総合支所内の水道施
設課までご連絡ください。
TEL 0480-58-1111（代表）

補強連絡管の整備を進めています
「補強連絡管」は、地区を結ぶ水道管です。
久喜・菖蒲・栗橋・鷲宮の４地区の水道施設は、地区ごとに水道水を
供給しているため、水道水の安定供給や緊急時のバックアップが図れる
よう、整備しています。
現在は、久喜地区と菖蒲地区を結ぶ補強連絡管の布設を進めており、
今後も現在の配水管網を活用しながら、効率よく、安定した水道水の供
給ができるように浄・配水施設の統合や集約化を図り、整備を進める予
定です。

夏場の節水にご協力をお願いします！
近年、春から夏にかけて、水源地付近にあまり雨が降らないこと
が多いため、ダムの貯水量が減少する傾向にあります。
今後の雨量によっては、給水制限が実施される場合がありますので
節水へのご協力をお願いします。

家庭でできる節水
〇 洗 面 時 、流しっぱなしにしないで洗 面 器・コップ等を使いましょう
〇お風呂の残り湯を洗 濯・掃 除や散 水に再 利 用しましょう
〇 野 菜や食 器を“ため洗い”しましょう
〇 洗 車は、バケツに水を汲むなどして、なるべく水を使わないように
しましょう
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今年４月の水源地の様子

第59回水道週間を実施しました

毎年６月１日から７日まで、水道の現
状や今後の取組みを理解してもらうた
めの広報などの活動をしています。
久喜市水道事業でも、ポスターや懸
垂幕の掲示などの運動をしました。
今年のスローガンは、
『 あたりまえ
そんなみずこそ たからもの』
でした。

平成２９年度予算についてお知らせします
■ 収益的収支

収入総額 ４１億５，
５４４万３千円
支出総額 ３６億５，
５１４万２千円

主な収入である水道料金を前年度比１８８万円の減（△０.１％）、長期前受金戻入を前年度比７,４６８万３
千円の減（△１９.２％）と見込んだため、収入総額で１億１,６９６万３千円の減（△２.７％）となりました。
また、浄水場の維持管理費の増など、支出総額で１億２,５５５万１千円の増（＋３.６％）により、今年度の
純利益は３億５,３９４万７千円となりました。
※純利益は税抜きとなっているため、下のグラフの利益とは一致しません。
単位：千円（税込）

収益的収入

受託工事収益
248,895
長期前受金戻入
315,165

収益的支出

【施設の償却費など】固定資産の価値が老朽化等によ
り減少する減価償却費や、資産の除却に伴う資産減
耗費
【県水購入費】県から水道水を購入する費用
【維持管理費】光熱水費、事務費、修繕費、委託料な
どの維持管理にかかる費用
【支払利息】国などからの借入金に対する利息の返済
【受託工事費】水道管の補修・移設などにかかる費用

支 出

収 入

【水道料金】お客さまからいただく料金
【長期前受金戻入】過去に資本的支出に充てるために
現金収入のあった補助金や負担金などで、後年度に
収益化したもの
【受託工事収益】水道を新たに使用する時の加入金・
設計審査手数料など

施設の償却費など
1,348,931

その他
152,387

県水購入費
1,129,768

水道料金
3,438,996

維持管理費
875,147
人件費
175,801
支払利息
65,451

利益
500,301

その他
32,248

受託工事費
27,796

今後も施設整備費に多額の費用が必要になるため、財政基盤を
整え、効率よく水道水を供給することを目標に予算編成しました。

■ 資本的収支

収入総額
１，
１７７万４千円
支出総額 ２３億１，
０８２万８千円

老朽化した配水管や水管橋の更新、補強連絡管の布設などの配水管布設費の減により、建設改良費が
６億１,８１３万８千円の減（△２３.５％）、支出総額で６億１,２０１万６千円の減（△２０.９％）となりました。
※収入が支出に対し不足する２２億９,９０５万４千円は、積立金や減価償却により発生する財源で補てんします。
工事負担金
11,772

資本的収入

【施設の改修や配水管布設工事にかかる費用】
浄水施設の更新・改修や、経年劣化による配水管布
設替、補強連絡管等の布設などにかかる工事費用
【借入金元金の返済】国などからの借入金を返済する
ための費用

支 出

資本的支出

固定資産売却代金
1

収 入

【工事負担金】他企業からの配水管布設工事などに係
る負担金収入
【その他負担金】工事以外の事業に対する負担金
【固定資産売却代金】土地などの固定資産を売却した
代金

その他負担金
1

単位：千円（税込）

施設の改修や配水管
布設工事にかかる費用
2,006,674

支出に対する
不足額（補てん金）
2,299,054
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借入金元金の返済
304,154

平成２９年度の主な事業は、
次のとおりです
《配水管布設費》 ･････････････････６億８,７４６万５千円
老朽化した配水管の更新（布設替）等を進めています。
・ 配水管布設替工事 ･････････････････････････････････ ３億２,０８６万５千円
・ 舗装本復旧工事 ･･･････････････････････････････････････ ２億７，
１９０万円
・ 補強連絡管工事 ･･････････････････････････････････････････ ８，
４７０万円 ほか

工事のポイント

古くなった水道管は、腐食したり錆が出たりして、漏水や濁り水の原因となります。
また、材質や構造により、耐震性に劣っている場合があります。配水管の布設替とは、
古い水道管を新しい丈夫な水道管に取り替えることです。
浄水場の設備は、古くなると故障の原因になります。水道水の安定供給のため、浄水
場の機械設備等を新しくする工事をします。

《浄水施設費》 ･････････････････ １１億３,４４３万４千円
安定した水道水を供給するため、浄水設備の更新工事を行います。
《平成28・29年度継続事業》
・ 吉羽・本町浄水場受変電設備及び配水設備更新工事 ････５億５,１４４万８千円
・ 森下浄水場中央監視設備及び配水ポンプ設備更新工事 ･････ ９，
４５０万８千円
《平成29・30年度継続事業》
・ 佐間浄水場受変電設備及び次亜注入設備更新工事 ･･････２億７，
８４７万８千円

平成２9年度水質検査計画を策定しました!
水道事業では、皆様に安心して水道水を利用していただくため、水質検査計画を策定しています。

水質検査計画とは、「検査項目」「採取場所」「回数」などについて定めたもので、毎年度策定し、公表
することが義務付けられています。

【水質検査計画の概要】
計画の基本方針 法令で定められている水質基準の適合状況を把握するため、原水及び浄水の安全性の確
保並びに信頼性を第一に考え、適切な水質検査を計画します。

水質検査の方法 色・濁り・残留塩素に関しては毎日監視し、大腸菌など細菌の51項目の水質基準は、年
１回から12回、また、放射性物質は、原水を利用している、吉羽・森下浄水場で年12回
の検査を、厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関で実施しています。

水質検査の検査結果については、ホームページで確認できます。下記へアクセスしてください。
久喜市ホームページ/トップページ/検索/水質検査結果

安全でおいしい『久喜の水』を販売しています！
地下約２７０メートルの水脈から汲み上げた、清らかで安定した井戸水を
ボトリングしました。ご家庭での飲用や、災害時の備蓄等にご活用ください。
【販売価格】１本（５００ml） １００円（税込）
【販売場所】
水道業務課（鷲宮総合支所内）・久喜総合文化会館（ロビー内自動販売機）、
菖蒲・栗橋・鷲宮各総合支所敷地内自動販売機、菖蒲文化会館施設内自動販
売機、久喜市役所第二庁舎施設内自動販売機、株式会社きのえね
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ご存知ですか! ? 便利ですよ！
たとえば

引越しのとき

たとえば

引越しのとき、複数の事業者に何回も連絡しな
きゃならないのがとても面倒･･･。そんな風に思
ったことはありませんか？
引越しれんらく帳を利用すれば、お客様の氏
名・住所等、事業者に連絡する移転情報が１回の
入力だけでＯＫ！引越し手続きを簡単便利にサポ
ートしてくれます。
インターネットだから２４時間利用できて、し
かも無料です
詳しくは、東京電力の引越しれんらく帳のホー
ムページをごらんください。
http://ｗｗｗ.hikkoshi-line.jp

口座振替払いのイメージ図
第１回
口座振替日

8日

口座振替取扱金融機関等一覧

第２回
口座振替日
引き落としが
できなかった場合

25日

※引き落とし日が金融機関等の休業日だった場合は、翌営業日に
引き落としされます。

みずほ銀行／三井住友銀行／りそな銀行／埼玉りそな銀
行／三菱東京ＵＦＪ銀行／武蔵野銀行／東和銀行／栃木
銀行／埼玉縣信用金庫／川口信用金庫／中央三井信託
銀行／中央労働金庫／南彩農業協同組合／埼玉みずほ農
業協同組合
（それぞれの各本支店）
／ゆうちょ銀行
（東京都
及び山梨県を含む関東各県所在のゆうちょ銀行・郵便局）

こんなときは、早めに届出をしてください
・入居等により、新たに水道を使用するとき
・転居等により、水道料金の精算が必要なとき
・長期にわたり水道を使用しないとき
・所有者、使用者が変更になったとき
・納入通知書の送付先が変更になったとき

使用開始は入居日が決まったとき、使用中止は5日前ま
でにご連絡をお願いします。ご連絡がありませんと、後から
入居したお客様にご迷惑をかけることがあります。
使用中止に伴う精算は、後日納付書を送付させていただ
くか、現金での支払いもできます。また、水道料金の口座振
替を行っている方は、口座支払いで精算できます。
詳しくは、水道業務課にお問い合わせください。
ＴＥＬ 0480-58-1111 水道業務課 料金･給水係
※手続きは市ホームページからでも行えます。
久喜市ホームページ/トップページ/検索/水道手続き
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水道料金を払うとき

今月の水道料金、払ったかな？領収書が見つからないか
ら、わからないし、納付書を再発行してもらおうかな･･･。
そんなことはありませんか？
金融機関等の窓口で申し込みしていただくと、口座から自
動的に水道料金・下水道使用料・農業集落排水使用料が支払
えます。支払い済みかどうか、通帳ですぐに確認できるので
便利です。通帳・印鑑・お客様番号（水栓番号）の分かるも
のをご持参のうえ、お申し込みください。
なお、口座振替日は下図のとおり、検針月の翌月8日で
す。8日に引き落としができなかった場合には、同月25日
と、月2回行われます。
※水道料金は、コンビニエンスストア等でもお支払いいただ
けます。

水道だよりに広告を
出しませんか!?
水道だよりは、年２回市内の約60,000戸に配布します。
広告枠は縦4cm×横9cmです。
ぜひ、会社や商店の宣伝にご利用ください。

有料広告を募集しています！
皆さんの応募をお待ちしています。
詳しく知りたい方は、水道業務課まで
ご連絡ください。
ＴＥＬ 0480-58-1111 水道業務課
庶務係
実物大の広告枠

久喜市上下水道部水道業務課
平成２９年６月１５日
〒３４０－０２９５ 久喜市鷲宮６丁目１番１号（鷲宮総合支所内２階）
０４８０－５８－１１１１（代表） F A X
０４８０－５８－１４０１
suido-gyomu@city.kuki.lg.jp
HPアドレス
http://www.city.kuki.lg.jp
この広報紙は60,600部作成し、1部（久喜市水道指定給水装置工事事業者一覧を含む）当たりの単価は約5.2円です。
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この情報誌は古紙80%の再生紙と環境にやさしい
「植物油インキ」を使用しています。

