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～お届けします安心・安定　育みます生命の源～

平成31年度　予算平成31年度　予算平成31年度　予算
　平成31年度の予算が、2月議会おいて議決されました。
収益的収支では、4,564万円の黒字になっていますが、資
本的収支では、5億9,611万円の赤字となっています。不
足分は内部留保資金で補てんしますが、今後さらなる施設
の更新による費用の増加が見込まれ、水道事業は厳しい状
況におかれています。

　収入は施設整備のために借り入れる企業債　億円1
と構成町からの出資金、負担金と工事負担金です。
前年度に比べ　億207万円の増となりました。2

【収入】3億8,814万円　前年度比108.6％増
　支出は、これから長期に渡って使用する水道施設
の建設と企業債返済です。前年度に比べ1,628万円
の増となりました。

【支出】9億8,425万円　前年度比1.7%増

水道水をつくるための予算
収益的収入および支出

水道施設を整備するための予算
資本的収入および支出

【収入】12億3,191万円　前年度比1.2％増 【支出】11億8,627万円　前年度比7.0%増
　収入の主なものは、お客様からいただく水道料金
で、全体の83%。前年度に比べ1,511万円の増とな
りました。

　支出の主なものは、施設の維持・管理・修繕費で
す。老朽化した施設の改修を予定し、前年度に比べ
7,761万円増となりました。

収　入

12億3,191万円

収　入

3億8,814万円

支　出

9億8,425万円

支　出

11億8,627万円

水道料金
10億2,189万円（83%）

施設の維持・管理・修繕費
2億9,429万円（25％）

※減価償却費
4億8,687万円（41％）

栃木県企業局への受水費
1億757万円（9％）

職員給与費
1億1,823万円（10％）

構成町からの補助金
9,000万円（7%）

その他
4,365万円（4%）

長期前受金戻し入れ
7,637万円（6%）

構成町からの出資金
604万円（2％）

借入金の利息
3,329万円（3％）

構成町からの負担金
720万円（2％）

収支差額（税込み）
4,564万円

その他
1億4,602万円（12％）

工事負担金
2億7,490万円（70％）

不足分の補てん
5億9,611万円

企業債
1億円（26％）

配水管の布設工事などに要する費用
6億3,394万円（64％）

借入金の元金返済額
3億4,371万円（35％）

予備費
660万円（1％）

内部留保資金等の補てん財源

　問総務係　☎028-677-1661
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増　　減平成30年度平成31年度区　　分
9,389万円20億7,663万円21億7,052万円　　予算規模（　＋　）1 3 6

〈収益的収支〉
1,511万円12億1,680万円12億3,191万円　　水道事業収益2
7,761万円11億1,866万円11億8,627万円　　水道事業費用3

△6,250万円1億1,814万円4,564万円　　差引（　−　）4 2 3
〈資本的収支〉

2億　207万円1億8,608万円3億8,815万円5　資本的収入
1,628万円9億6,797万円9億8,425万円6　資本的支出

1億8,579万円△7億8,190万円△5億9,610万円7　差引（　−　）5 6

増　　減平成30年度平成31年度項　　目
56戸17,485戸17,541戸給水戸数

21,288㎥5,057,664㎥5,078,952㎥年間総給水量
20㎥13,857㎥13,877㎥一日平均給水量

平成31年度の主な事業

予算総括表

業務の予定量

　安全でおいしい水を安定的にお届けするために、水道施設の更新や、配水管の整備、老朽管の更新に取り
組みます。

・台町配水場非常用発電機蓄電池交換工事
・益子配水池非常用発電機蓄電池交換工事
・西部台地配水場無停電電源装置交換工事
・大峰配水池屋根防水改修工事

耐用年数を経過した設備の更新

漏水多発管を解消し、整備します。
・芳賀町東水沼地内
・市貝町刈生田地内　など
老朽管の更新や、道路改良工事に伴い、配水管を布設替
えします。
・益子町上大羽地内　など

配水管布設替工事

道路改良や、工業団地拡張に伴い、配水管を整備します。
・芳賀町下高根沢地内
・市貝町多田羅地内　など

配水管布設工事
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平成31年度　水質検査計画平成31年度　水質検査計画平成31年度　水質検査計画
　水道水の安心と安全のために、水質検査の「項目」「地点」「頻度」等を定めました。　水道水の安心と安全のために、水質検査の「項目」「地点」「頻度」等を定めました。　水道水の安心と安全のために、水質検査の「項目」「地点」「頻度」等を定めました。

　問施設係　028-677-1953

　検査項目は、水道法、水道法施行規則およびその他省令で検査が義務づけられる項目とします。

　芳志戸浄水場及び西田井浄水場で採水し、年に
　回放射性物質の濃度測定を行っています。4
　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3 5
　　　鬼怒水道事務所採水日　　月14日2

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
（1.0未満）芳志戸浄水場

不検出
（0.8未満）

不検出
（0.8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

水質水質検検査項査項目目と頻と頻度度

◇臨時水質検査
　水源等で、色および濁り、臭味など水質異常があった場合は臨時水質検査を行います。水質異常が終息し、
安全が確認できるまで行います。

異常を示した項目のほかに、状況に応じて項目を追加します。検　査　項　目

◇例月水質検査
　原水（井戸からくみ上げた直後の水）と浄水（浄水処理された水）それぞれの基準項目の検査を行います。

検査項目
クリプトスポリジウム原虫指標菌（月　回）1
　嫌気性芽胞菌、大腸菌（定量）
クリプトスポリジウム、ジアルジア検査（年　回）　※西田井水源を除く4
独自12項目（月　回）1
一般細菌、大腸菌（定性）、塩化物イオン、鉄、マンガン、有機物（TOC）、
pH値、味、臭気、色度、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素
農薬検査（年　回）1
　シハロホップブチル、テフリルトリオン、　など27項目

【原水】
検査地点
・八ツ木第　水源1
・八ツ木第　水源2
・芳志戸第　水源1
・西田井水源

水質基準　項目（月　回）9 1
一般細菌、大腸菌（定性）、塩化物イオン、有機物（TOC）、pH値、味、臭気、
色度、濁度
水質基準51項目（年　回）4
基準　項目の他にカドミウム、水銀、ヒ素、フッ素、ホウ素、四塩化炭素、9
ベンゼン、亜鉛、アルミニウム、銅、硬度　他
水質管理目標設定項目（年　回）2
　アンチモン、ニッケル、二酸化塩素、従属栄養細菌　他

【浄水】
検査地点
・浄水場出口  　か所2
・給水栓  　か所4
・栃木県企業局からの
　受水配水場  　か所2

pH値、色、濁り、異常な臭気、残留塩素濃度検　査　項　目

◇毎日水質検査
　配水系統ごとに設定した水道管の管末地点と各町役場（標準地点）の10か所で採水し、その場で簡易検査を
行います。

◇放射性物質測定検査（年　回）　※浄水場出口のみ4
　水道水の安全性を確認するために、厚生労働省が示す指標、モニタリング方針等に基づき検査を行います。

～お届けします安心・安定　育みます生命の源～

トンネル

工事のお知らせ工事のお知らせ工事のお知らせ
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トンネル

食肉センター
建設地

祖陽が丘団地

至稲毛田

至宇都宮

至市貝

至市貝

工事場所

旧県道

主要地方道宇都宮・茂木線

2
工
区

1
工
区

①第1次拡張事業祖母井地内配水本管布設工事（第1工区）

②第1次拡張事業祖母井地内配水本管布設工事（第2工区）

工　　期　2019年7月まで（予定）
工事業者　戸祭建設株式会社

工　　期　2019年7月まで（予定）
工事業者　竹石建設株式会社

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、周辺および通行される
皆さまに大変ご迷惑をおかけしますが、
ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

問工務係　☎028-677-1953
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～お届けします安心・安定　育みます生命の源～

「水道に関する満足度調査」
結果報告
「水道に関する満足度調査」
結果報告
「水道に関する満足度調査」
結果報告

　企業団では、2年に1度「水道に関する
満足度調査」を実施しています。　
　この結果から、お客様の満足度がど
のように推移したかを把握し、今後の経
営に役立て、サービスの向上に努めてま
いります。

ご家庭で普段飲む水は、どうしていますか?

飲み水として、企業団の水道水に満足していますか? 不満に思う理由は何ですか?

水道料金についてどう思いますか? 企業団の職員や委託業者の対応についてどう思いますか?

水道管の老朽化によって水道管が破裂しないようにお願いしたいです。

企業団では、平成30年に「中長期経営プラン～新水道ビジョンと経営戦略～」を策定し、自然災害等に
よる被災を最小限にとどめ、被災した場合であっても迅速に復旧できる強靭な水道を目指しています。老朽管の
更新工事を昨年度に引き続き今年度も予定しています。

ご意見

回答

町別 年代別

益子町
47％

水道水
53％

水温が高く
なまぬるい
35％

塩素臭
がする
33％

おいしく
ない
17％

その他
15％

大変満足
している
16％

やや満足
している
25％普通

48％

やや不満である
1％

大変不満である
0％

市販の
ペットボトル
24％

浄水器を
通した水
14％

自家水 6％ その他 3％

40代
13%

大変満足
している
25％

やや満足
している
17％

普通
49％

高い
12％

やや高い
21％

適当である
40％

特に意識
していない
16％

やや安い
1％

未回答 9％
未回答 6％

やや不満である 5％
大変不満である 1％ わからない 2％

わからない 4％

未回答 1％

50代
16%60代

31%

70代
以上
30%

30代 8%
20代 1%

不明 1％

市貝町
26％

芳賀町
27％

安い 1％

「水道に関する満足度調査」の全結果は、企業団のホームページに掲載しています。是非ご覧ください。

◇調査期間　平成30年9月1日から10月15日
◇回答数　347件
◇回答率　43.4%

　問総務係　☎028-677-1661
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　平成30年12月16日、改正水道法
が成立しました。新聞やテレビで、
耳にしたことがあると思います。
　今回のちょっと教えて!?は水道法
改正についてです。

ちょっと教えて!?
～水道法改正について～

AA11　現在、日本の水道は、老朽化した水
道施設の更新や耐震が遅れ、漏水事故

や断水のリスクが高まっています。また、人口
減少社会を迎えて経営状況が悪化するなど、水
道事業は深刻な課題に直面しています。
　今回の水道法改正は、水道の基盤強化を図り、
将来にわたって安全な水を安定的に供給するた
めのものです。

厚生労働省　HPより

水道法改正の目的は何で
すか？Q1

①「広域連携の推進」
　スケールメリットを生かして効率的

な事業運営が可能

②「適切な資産管理の推進」
　水道管の計画的な更新や耐震化を進める基礎

③「多様な官民連携の推進」
　水道管の計画的な更新や耐震化を進める基礎

④「指定給水装置工事事業者の改善」
　資質の保持を図るため、指定給水工事事業者
の指定に更新制を導入する。

厚生労働省　HPより

主な改正内容は？Q2

AA22

　コンセッション方式の導入について、
国や自治体の関与を強めたもので、水

道事業自治体を｢民営化」するものではありませ
ん。
　また、コンセッション方式は、あくまで官民
連携の選択肢の一つです。住民サービス向上や
業務効率化を図る上でメリットがある場合に、
地方自治体が議会の議決を経て、自治体の判断
で導入するものです。

厚生労働省　HPより

※コンセッション方式・・・・国や自治体が公
共施設の所有権を持ったまま、運営権利を民
間業者に売却する仕組みをいいます。

水道法改正により水道が
民営化されるのですか？Q3

　民営化する予定はありません。もし、
民営化を進める場合は、水道運営協議

会や議会の議決、構成町（益子・芳賀・市貝町）
の同意を得なければ、導入できません。

企業団の対応は？
民営化になりますか？Q4

AA44AA33
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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します。
　なお、商品の発送は5月下旬の予定です。

No.61の答は｢雪」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31名の中から抽選の結果市貝町横
田さん、芳賀町菅谷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）今の季節満開です！

【タテのカギ】
2　走者。マラソン○○○○。
3　パンダの好物。
4　数値の位取り。
5　どう考えても原因や理由などがわからないこと。
6　船舶の移動のために人工的に作られた水路。
　　小樽が有名。
8　物置小屋のこと。

【ヨコのカギ】
1　透明で、硬くもろい。窓○○○。○○○細工。
4　今日の朝。
5　船頭、水夫などが船をこぎながらうたう歌。
7　劇、映画、小説などの場面。ラスト○○○。
9　出演者が出演の支度をしたり、休息したりする部屋。

応募締切　平成31年4月26日

編集後記

　表紙の写真はGX形ダクタイル鋳鉄管、裏表紙の写真はNS
形ダクタイル鋳鉄管です。従来のダクタイル鋳鉄管に比べ、
継手に伸縮性があり、離脱防止機構によって抜け出さない構
造です。地震等による地盤の変動に対応できる造りになって
います。企業団では、耐震管への更新を進め、災害に強い水道
を目指しています。

表紙の写真表紙の写真
息子が幼稚園に通い始めて早1年が経ちます。最
初は『幼稚園行きたくない～！』と泣いてました
が、いつのまにか言わなくなりました。もちろん
うれしいことなのですが、親としては若干の切な
さもありますね。あとは、とーちゃんが、『仕事行
きたくない～！』とならないようにしなけれ
ば・・・。　　　　　　　　　　　　（ユージロー）

奥さんと久しぶりに喧嘩しました・・・。どちらも
退かずに一週間の戦いの末、見事に敗北。ただの
喧嘩では、失うものはあっても、得られるものは
大してなし。
ちゃんと話し合うことが大切。意地を張るのはよ
くないですね、やっぱり。
新年度の始まりにこんな話ですいません・・・。

（ハヤ）

パズルに
答えてね!
パズルに
答えてね!

□


