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～お届けします安心・安定　育みます生命の源～

　水道料金や水道加入金などの水道事業収益は、11億6,092万円で、水道料金改定により前年度に比べ
4,468万円増加しました。
　水道事業費用は、10億4,870万円で、前年度に比べ6,097万円増加しました。その主な要因は、漏水の
修繕費や水道情報管路システム構築業務による委託料の増加によるものです。
　収益的収支では、1億1,222万円の当年度純利益が生じました。
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収益的収入および支出（税抜き）
通常の営業活動を行うための経費とその財源

収　入

11億6,092万円

支　出

10億4,870万円

収　入

2億1,125万円

支　出

8億9,010万円

水道料金　9億2,883万円　80％

構成町からの補助金
9,000万円　8％

受水費
9,642万円　9％

職員給与費
1億681万円　10％

構成町等からの負担金
1,125万円　5%

企業債の借入
2億円　95％

配水本管布設工事など建設改良工事に要した費用
5億6,771万円　64％

企業債の元金償還金
3億2,239万円　36％

※不足額の補てん　6億7,885万円

補てん財源内訳
過年度分損益勘定留保資金
当年度分損益勘定留保資金
建設改良積立金
消費税資本的収支調整額

3億4,049万円
1億9,730万円

1億円
4,106万円

固定資産を除却した費用
2,062万円　2%

借入金の支払利息
3,856万円　4％

施設の維持管理・修繕費
1億6,919万円　16%

水道加入金
3,133万円　3％

その他
3,058万円　2％

長期前受金戻入
8,018万円　7％

その他
1億4,955万円
14％

減価償却費　4億6,755万円　45％ 当年度純利益
1億1,222万円

資本的収入および支出（税込み）
水道施設を整備するための経費とその財源

17,515戸給 水 戸 数

50,863人行 政 区 域 内 人 口

46,715人給 水 人 口

91.84％普 及 率

6,241,183弱年 間 総 配 水 量

5,034,574弱年 間 総 有 収 水 量

80.67％有 収 率

366㍑一人一日当たり平均配水量

●業務状況

栃木県企業局からの受水
1,125,740m3

18%

企業団水源
5,115,443m3

82%

配水量
6,241,183m3

　年間総配水量は、前年度に比べ99,394弱減少しました。
●水源内訳
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（円）

26年度 27年度 28年度 29年度

200

190

180

170

160

150

供給単価

給水原価

175.09174.66

174.21

175.34

184.49
179.49

190.79

177.67

・給水原価…水1弱を作るのに要した費用
・供給単価…水1弱を売って得た収入

注：「－」は、
　　該当なしを表します。

給水原価
190.79円

減価
償却費
40%

職員給与費
11%

その他
15%

企業債利息
4%

施設の
維持修繕
18%

受水費
10%

資産減耗費
2%

　給水にかかる費用は水道料金によって
まかなっています。 

●水道水1m3当たりの価格

●損益計算書

●貸借対照表

●企業債の概要
年度末未償還高年度中償還高年度中借入額年度当初額借　入　先
3億6,789万円669万円0円3億7,458万円政 府 資 金
24億6,577万円3億1,570万円2億円25億8,147万円金 融 機 構
28億3,366万円3億2,239万円2億円29億5,605万円合　　　計

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第　項規定により、平成29年度決算に係わる指標を公表します。1
当企業団におきましては、資金不足を生じていないため該当なしとなっています。

●資金不足比率

経営健全化基準H29決算に係る比率資金不足比率
20.00％－水道事業会計に係る資金不足比率

　資金不足比率は、公営企業ごとの財政状況を判断する基準として設けられたもので、一定の基準を超えると経営
健全化計画の策定が義務付けられます。　　※資金不足比率＝資金の不足額÷事業の規模

金　　額区　　分

9億8,587万円営業収益 円円円円円円円 Ａ

10億　991万円営業費用 円円円円円円円 Ｂ

△2,404万円営業利益 円円円 （Ａ－Ｂ）Ｃ

1億7,505万円営業外収益 円円円円円円 Ｄ

3,878万円営業外費用 円円円円円円 Ｅ

1億1,223万円経常利益 円 （Ｃ＋Ｄ－Ｅ）Ｆ

0特別利益 円円円円円円円 Ｇ

1万円特別損失 円円円円円円円 Ｈ

1億1,222万円当年度純利益  （Ｆ＋Ｇ－Ｈ）

金　　額区　　分金　　額区　　分
25億　　73万円固定負債 円円円円円円円円 Ｄ

負
債
・
資
本
の
部

102億3,174万円固定資産 円円円円円円円円 Ａ

資
産
の
部

（企業債）（土地、建物、配水管など）
7億9,412万円流動負債 円円円円円円円円 Ｅ

（未払金、引当金、預り金、など）
17億7,611万円繰延収益 円円円円円円円円 Ｆ16億　710万円流動資産 円円円円円円円円 Ｂ

（長期前受金）（現金預金、未収金など）
50億7,096万円負債合計 円円 （Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）Ｇ
57億3,026万円資本金 円円円円円円円円円 Ｈ
10億3,762万円剰余金 円円円円円円円円円 Ｉ
67億6,788万円資本合計 円円円円 （Ｈ＋Ｉ）Ｊ
118億3,884万円負債資本合計 円円 （Ｇ＋Ｊ）　  118億3,884万円資産合計 円円円円円 （Ａ＋Ｂ）

・配水量……配水池から配水される水量
・有収水量…配水量のうち料金収入の対象となった水量
・有収率……（有収水量÷配水量）×100

●配水量、有収水量、有収率の推移
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501.1
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27年度 28年度

503.4

79.4 80.67

29年度

645.7 634 624.1
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至茂木

至茂木

小宅
駐在
所

至七井

至七井

至益子

至山本

至小泉

至真岡

長堤・上山農集排処理場

善門寺

旧小宅小学校
小宅

工事場所

工事場所

工事場所

①芦沼地内（町道青田冬久保線）配水管布設工事
工事業者　㈲佐藤電気 工期　平成30年9月～平成30年12月

②芦沼地内（町道谷津田北側線）配水管布設工事
工事業者　㈲滝田設備工業 工期　平成30年9月～平成31年1月

③上山地内（町道上山田中前線）配水管布設工事
工事業者　㈲コウメイ建設 工期　平成30年9月～平成30年12月

工事のお知らせ工事のお知らせ工事のお知らせ工事のお知らせ工事のお知らせ工事のお知らせ工事のお知らせ 　工事期間中は、皆さまに大変ご迷
惑をおかけします。ご理解、ご協力を
よろしくお願いします。

小
宅
川

小
宅
川

国
道
12
3・
29
4号

長堤

国
道
12
3・
29
4号

主
要
地
方
道
つ
く
ば
益
子
線

一般県道西小塙・真岡線

問工務係　☎028-677-1953
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メメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交換換換換換換換換換換換換換換換換換換換換換換ののののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
　ご家庭で使用されている水道メーターは、計量法
により使用有効期間が　年と定められています。8
　使用した水量を正確に計るため、期限を迎えるも
のについては、無料で新しい水道メーターに交換し
ます。

　問業務係　☎028-677-1952

①交換作業は、企業団が委託した芳賀中部管工事組合が行います。
　（企業団が発行した身分証を携帯しています）
②交換のため、敷地内に入らせていただきます。
③交換の際、立会いは必要ありません。
　（屋外の作業ですので、お留守でも交換させていただくことがあります）
④交換作業中は、一時断水になります。
⑤メーター交換の費用は企業団が負担しますので、お客様への請求はありません。
　（交換の際、お客様が依頼された工事についてはお客様負担となります）

メーター交換時の注意

実施期間
市貝町　10月11日（木）～10月19日（金）
※都合により実施期間が変更になることがあ
ります。

※益子町、芳賀町については、今年度の作業は
終了しました。ご協力ありがとうございました。

水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道水水水水水水水水水水のののののののののの放放放放放放放放放放射射射射射射射射射射性性性性性性性性性性物物物物物物物物物物質質質質質質質質質質測測測測測測測測測測定定定定定定定定定定検検検検検検検検検検査査査査査査査査査査結結結結結結結結結結水道水の放射性物質測定検査結果果果果果果果果果果果

※1　食品衛生法に基づく基準値
※2　台町配水場、西部台地配水場に供給しています。

放射性セシウム（Bq/kg）

検査場所
基準値※1セシウム

137
セシウム
134

10

不検出
（0.7未満）

不検出
（0.7未満）芳志戸浄水場

不検出
（0.9未満）

不検出
（0.9未満）西田井浄水場

不検出
（0.7未満）

不検出
（0.8未満）鬼怒水道事務所※2

　芳志戸浄水場及び西田井浄水場で採
水し、　 ヶ月に　回放射性物質の測定3 1
を行っています。
　これまでの測定結果から、放射能は
不検出ですので、企業団の水は安心し
てご利用いただけます。
　一部の地域に供給している水道水の
供給元である栃木県企業局の鬼怒水道
事務所でも測定を行っています。検査
結果は右表のとおりです。

　企業団採水日　　　　　　月　日9 3
　鬼怒水道事務所採水日　　月　日8 9
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施設見学会を実施しました施設見学会を実施しました施設見学会を実施しました施設見学会を実施しました
～西宿平和会、赤羽下町つくし会の皆さま～～西宿平和会、赤羽下町つくし会の皆さま～～西宿平和会、赤羽下町つくし会の皆さま～～西宿平和会、赤羽下町つくし会の皆さま～

　6月29日、市貝町のシニアクラブ西宿平和会、赤羽下町つくし会の皆さま22人が、施設見学
会に参加されました。
　水道水ができるまでの説明後、芳志戸浄水場内の水質管理室、発電機室を見学しました。
　水道についての理解と関心を深めていただいた有意義な見学会となったようです。

　水道工事による断水や火災により消火栓を使用した場合、水道管内の水の流れる速さや方向が変
わるため、水道管に蓄積された鉄分が剥離して赤水となり、ご家庭の蛇口から出る場合があります。
　ご家庭で赤水が出た場合は、しばらく水を流し、きれいになってからご使用ください。水を流す
時は、まず、散水栓などで水を流してください。給湯器などを通した蛇口で水を流すと故障やつま
りの原因になる場合があります。
　しばらく流しても濁りがなくならない場合は、企業団へ連絡ください。

◆飲んでも大丈夫ですか？
　鉄は、人体への吸収率が低く、大部分が排出されます。少量の赤水を飲
んでしまったとしても、ただちに有害ということはありませんが、飲用は
控えてください。

◇蛇口から赤茶色などの色がついた濁り水が出てきたら・・・・

ちょっと教えて！？

　水道工事などで、水道管の中に空気が入ることあります。水に溶け込んだ空気が気泡となるため、
白く濁って見えることがあります。白い水が出た場合は、、しばらく放置すると下のほうから徐々
に透明になります。空気の混入によるものなので、安全性に問題はありません。
　しばらくしても透明にならないなど、気になる場合は企業団へご連絡ください。

◇蛇口から白い色がついた濁り水が出てきたら・・・・

水質に異変があった場合は・・・
問施設係　☎028-677-1953
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6月22日　芳賀南小学校6月22日　芳賀南小学校

6月25日　芳賀東小学校6月25日　芳賀東小学校

6月28日　芳賀北小学校6月28日　芳賀北小学校

施設見学にきたよ♪

施設見学にきたよ♪

施設見学に
きたよ♪
施設見学に
きたよ♪

施設見学にきたよ♪施設見学にきたよ♪施設見学にきたよ♪施設見学にきたよ♪



編集・発行　芳賀中部上水道企業団
〒321-3304　栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1703番地
総務係 028-677-1661　業務係 028-677-1952　工務係 028-677-1953　施設係 028-677-1953
ＦＡＸ 028-677-3789　ホームページ　http://www.hagasui.or.jp

6

5 3

2

41

パズルにズルに
答えてね!
パズルにズルに
答えてね!
パズルに
答えてね!

　ハガキまたはメールでご応募ください。
　正解者の中から抽選で2名様に1,000円分
のクオカードをプレゼントいたします。
　なお、賞品の発送は11月下旬の予定です。

No.59の答えは「メロン」でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。
正解者の中から抽選の結果、市貝町生出
さん、益子町近藤さんにクオカードをプレ
ゼントしました。

住所、氏名、パズルの答え、広報の感想または
「ちょっと教えてコーナー」で聞いてみたいことな
どをご記入の上、下記の宛先までお送りください。

【応募はこちらまで】
〒321-3304芳賀町大字祖母井1703
芳賀中部上水道企業団　総務係
E-mail:soumu@hagasui.or.jp

に入る文字を組み合わせてできる言葉は何でしょう？□□
（ヒント）畑や田で大切な作物を守ります！！

【タテのカギ】
1　黒くて硬くてツノがある虫。
2　写真を撮るための機械。
3　切ると涙がでる野菜。カレーによく入っています。
4　○○を飛ばす。

【ヨコのカギ】
1　食材に小麦粉や片栗粉を薄くまぶし高温の油で揚げる料理。
　　鳥の○○○○。
5　方位磁石が上を指す方角。
6　物体を拡大して観察するための道具。拡大鏡、
　　ルーペともいいます。

応募締切　平成30年10月31日

編集後記編集後記

　8月29日、宇都宮市上下水道局と合同で、緊急時連絡
管の運用訓練を実施しました。実際の災害等の発生時
に、迅速かつ的確な応急活動ができるよう、手順の確認
やバルブの開閉作業などを行いました。

表紙の写真表紙の写真

パズルに
答えてね!
パズルに
答えてね!

□

このあいだ、子どもの運動会に参加しました。
PTAの広報委員で運動会の様子をカメラで
撮影しただけなのに、翌日太もも内側が筋肉
痛になってしまいました。たった1時間立った
り座ったりしただけなのに筋肉痛になるなん
て・・・。
日頃の運動不足を痛感しました。（おかのり）

引き続き運動会ネタですが…
今年は上の子が小学校に入学し、初めての運
動会を観に行ってきました。
天気には恵まれましたが、終わってみたらが
んばっていた子どもよりも顔が真っ赤になっ
ていました。　　　　　　　　　　　（こま）


