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久喜市水道事業
マスコットキャラクター

　 「みず坊」

　近年、夏になると、水源地付近にあまり雨が降らず、
ダムの貯水量によっては、給水制限が懸念されます。
　節水のご協力をお願いします。

夏場の節水にご協力ください

〇洗面時は、流水でなく洗面器、コップ等を使いましょう。
〇お風呂の残り湯を、掃除、洗濯に再利用しましょう。
〇洗車は、バケツに水をくむなどして、なるべく水を流さな

いように工夫しましょう。

簡単で、効果的な節水方法

　久喜市では、熊本地震の被災者支援のため、
救援物資を提供しました。
　非常用保存食のアルファ米などの輸送を、
久喜市と防災協定を締結している埼玉県トラ
ック協会久喜支部に依頼しました。
　久喜市水道事業では、500ミリリットルの
ペットボトル「久喜の水」、約5,000本を提供
しました。

熊本地震の被災地に「久喜の水」を提供しました！

水道事業運営審議会の活動についてお知らせします！

この広報紙は60,400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6.9円です。

水道事業運営審議会での審議の様子

審議会委員の選任について

　水道事業運営審議会では、将来にわたって、安全・
安心な水を安定的にみなさまにお届けできるよう、審
議しています。
　主な審議内容は、水道料金の改定、予算・決算、工
事の内容、今後の事業予定についての諮問や意見交換
などです。　　　
　審議会は、年に２回程度開催され、誰でも傍聴する
ことが可能です（定員10名）。事前申し込みは不要で
す。傍聴してみませんか？

　水道事業運営審議会は、公募市民、
学識経験者等、15名の審議会委員で
構成されています。
　審議会委員の任期は２年で、今年
度は新しい委員が選任されます。
　委員の公募は、「広報くきお知ら
せ版４月１日号」やホームページに
掲載しました。

【販売価格】１本１００円（税込）
　　　　　　５００ミリリットル
【販売場所】  水道業務課（鷲宮総合支所内２階）
　久喜総合文化会館（ロビー内自動販売機、喫茶室Ｋホール）、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、有限会
社飛高酒店、株式会社きのえね

ペットボトル「久喜の水」を
販売しています！

　水道だよりは、年２回、市内の約６０,０００戸
に配布します。
　広告枠の大きさは縦４㎝×横９㎝です。
　この機会に、ぜひ、会社や商店の宣伝にご利
用ください。
　詳細については、水道業務課庶務係まで
お問い合わせください。

有料広告を募集しています！

9㎝

4㎝

広告枠大きさ見本
利根川水系水源地のダムの様子

昨年４月

昨年６月
（水資源機構ホームページより）
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水道事業では、みなさまに安全・安心な水をご利用いただくために、水質検査を定期的に実施しています。
水質検査の「項目」「場所」「回数」などを定めた「水質検査計画」を毎年度策定しています。
【水質検査計画の概要】
　◆計画の基本方針
　　水質検査は、水質基準の適合状況を把握するために不可欠であり、水道水の安全性及び信頼性を第

一に考え実施します。
　◆水質検査の方法
　　色・濁り・消毒の残留効果に関する検査は、毎日実施しています。
　上記以外の水質検査や放射性物質の濃度測定は、検査機関に委託し年に１回から12回実施しています。

平成28年度予算が決定しました！平成28年度予算が決定しました！ 平成２８年度の主な事業は次のとおりです平成２８年度の主な事業は次のとおりです

　主な収入である水道料金は、前年度比４,９４９万８千円の減（△1.4％）となりましたが、受託工事
収益を前年度比６,１９３万６千円の増（＋30.5％）と見込んだことなどにより、収入総額で８,４９９
万１千円の増（＋2.0％）となりました。また、減価償却費の増などにより、支出総額で３億１４８万
７千円の増（＋9.3％）となりました。

　老朽化した配水管の更新や補強連絡管の布設など、配水管布設費を多く見込んだため、建設改良費
が３,６５７万３千円の増（＋1.4％）、支出総額が４,２５２万３千円の増（＋1.5％）となりました。
　収入が支出に対して不足する２８億９,７９７万９千円は、積立金や減価償却などにより発生する財
源で補てんします。

■ 収益的収支 収入総額 ４２億 ７，２４０万６千円
支出総額 ３５億 ２，９５９万１千円

■ 資本的収支

主な収益的収入
【水道料金】水道水を供給することにより、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、負担金等で、後年
度に収益化するもの

【受託工事収益】水道を新たに使用する時の加入金
　・設計審査手数料等の給水工事に係る収益等
主な収益的支出
【施設の償却費など】固定資産の価値が老朽化など

により減少する費用や、資産の除却に伴う資産減
耗費

【県水受水費】埼玉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・修繕費等の維持

管理費用
【支払利息】国等からの借入金に対する利息
【受託工事費】水道管の補修・移設に係る費用など

主な資本的収入
【工事負担金】他企業からの配水管布設工事

などにかかる負担金収入
主な資本的支出
【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など

平成２８年度水質検査計画を策定しました。
収入総額  ２，４８６万５千円
支出総額 ２９億 ２，２８４万４千円

《配水管布設費》 ･･･････････････････１０億２,６０４万円
　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 ････････････････････････････････････････････  ４億５,０００万円
・ 舗装本復旧工事 ･･････････････････････････････････････････････  ３億２,１９５万円
・ 補強連絡管布設工事 ･･････････････････････････････････････････  ２億４,８６０万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

《浄水施設費》 ･････････････････ １２億７,８４０万５千円
　安全・安心な水道水を安定的に供給していくため、受変電設備の更新や施設
の耐震化などを進めています。
《平成27・28年度継続事業》
・ 八甫浄水場中央監視設備及び配水ポンプ設備更新工事 ･････････１億９,２３２万６千円
《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 ･･･････････６億４,７３５万２千円
・ 森下浄水場中央監視設備及び配水ポンプ設備更新工事 ･････････２億４,３０２万４千円
《平成28年度事業》
・ 森下浄水場ＰＣ配水池耐震補強及び改修工事 ･････････････････１億４,６０２万３千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

設備更新等の大きな支出を考慮しながらも、財政基盤を
強化し、効率的に経営することを目標に予算編成しました！

PO
INT

　水道管は、長い間に腐食したり錆が出るなど、漏水や濁り水の原因となり
ます。また、材質や構造等の問題により耐震性が劣っている場合があります。
　配水管の布設替とは、古くなった水道管を新しく丈夫な水道管に取り替え
ることです。

PO
INT

　久喜市水道事業では、ポスターや懸垂幕を掲示し、水道の現状や、課題に
ついて、みなさまに理解を深めてもらえるように、水道週間を実施しました。
　今年の水道週間のスローガンは、「じゃ口から　安心とどけ　未来まで」
です。
　第58回水道週間ポスター　/　日本水道協会ホームページより

６月1日から７日まで、第58回水道週間を実施しました
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その他 1
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178,441

支
出

収
入

施設の償却費など
　　1,342,020

その他
176,873

長期前受金戻入
　　389,848

受託工事収益
　264,809

水道料金
3,440,876

単位：千円（税込）

支
出

収
入

施設の改修や配水管
布設工事にかかる費用
 2,624,812

支出に対する
不足額
2,897,979

工事負担金
　15,206

その他負担金
　　  9,658

県水受水費
1,131,229

借入金元金の返済
　　　298,032

その他 1
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給水人口：１５４，２２７人　　　 給水戸数：６３，７５７戸　　 （平成２８年５月１日現在）

－  1  －－  4  －

久喜市水道事業
マスコットキャラクター

　 「みず坊」

　近年、夏になると、水源地付近にあまり雨が降らず、
ダムの貯水量によっては、給水制限が懸念されます。
　節水のご協力をお願いします。

夏場の節水にご協力ください

〇洗面時は、流水でなく洗面器、コップ等を使いましょう。
〇お風呂の残り湯を、掃除、洗濯に再利用しましょう。
〇洗車は、バケツに水をくむなどして、なるべく水を流さな

いように工夫しましょう。

簡単で、効果的な節水方法

　久喜市では、熊本地震の被災者支援のため、
救援物資を提供しました。
　非常用保存食のアルファ米などの輸送を、
久喜市と防災協定を締結している埼玉県トラ
ック協会久喜支部に依頼しました。
　久喜市水道事業では、500ミリリットルの
ペットボトル「久喜の水」、約5,000本を提供
しました。

熊本地震の被災地に「久喜の水」を提供しました！

水道事業運営審議会の活動についてお知らせします！

この広報紙は60,400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6.9円です。

水道事業運営審議会での審議の様子

審議会委員の選任について

　水道事業運営審議会では、将来にわたって、安全・
安心な水を安定的にみなさまにお届けできるよう、審
議しています。
　主な審議内容は、水道料金の改定、予算・決算、工
事の内容、今後の事業予定についての諮問や意見交換
などです。　　　
　審議会は、年に２回程度開催され、誰でも傍聴する
ことが可能です（定員10名）。事前申し込みは不要で
す。傍聴してみませんか？

　水道事業運営審議会は、公募市民、
学識経験者等、15名の審議会委員で
構成されています。
　審議会委員の任期は２年で、今年
度は新しい委員が選任されます。
　委員の公募は、「広報くきお知ら
せ版４月１日号」やホームページに
掲載しました。

【販売価格】１本１００円（税込）
　　　　　　５００ミリリットル
【販売場所】  水道業務課（鷲宮総合支所内２階）
　久喜総合文化会館（ロビー内自動販売機、喫茶室Ｋホール）、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、有限会
社飛高酒店、株式会社きのえね

ペットボトル「久喜の水」を
販売しています！

　水道だよりは、年２回、市内の約６０,０００戸
に配布します。
　広告枠の大きさは縦４㎝×横９㎝です。
　この機会に、ぜひ、会社や商店の宣伝にご利
用ください。
　詳細については、水道業務課庶務係まで
お問い合わせください。

有料広告を募集しています！

9㎝

4㎝

広告枠大きさ見本
利根川水系水源地のダムの様子

昨年４月

昨年６月
（水資源機構ホームページより）


