古 くなった 水 道 管 を 交 換 しています
設置当時は最新型の水道管も、
設
設置当時は
置当時は
置当
時は最
時が経つと強度が落ち、漏水などのトラブルが発生しやすくなります。地震などの
災害への備え、にごり水や漏水の発生防止のためにも、計画的に新しい水道管への交換を実施しています。

工事中の道路について
水道管は道路下に埋設されており、細い道などで
は全面通行止めとなる場合もあります。交通量が多
い道路や商店街などでは夜間工事等も行います。

事前にご連絡します
工事を行う前に、住民の皆さんにお知らせしま
す。
また、
やむを得ず一時的に断水となる場合も、事
前にお知らせします。
▶上下水道局のホームページから
平成27年度の工事エリアがご覧になれます。

けしますが 、
ご 迷 惑 をお か
力を
ご 理 解とご 協
す
お 願 いしま

宇都宮市

老朽管更新事業

検索

水道建設課 改良工事クループ ☎633-3408

道路上で漏水を発見したときは…
水道管から漏水が発生すると、水の出が悪くなったり、道路陥没
などの二次災害を引き起こす原因になります。漏水を発見したら、
すみやかに配水管理センターへお知らせください。

漏水調査にご 協 力ください
上下水道局では、専門業者に委託して定期的に漏水
調査を行っています。漏水調査は、水道メーターを利
用して行うため、調査員がお客様のお宅にお伺いする
ことがありますので、ご協力をお願いします。
調査員は、上下水道局が発行する身分証明書
を携帯し、腕章をつけて業務に従事しています。
水道管理課 配水管理センター ☎616-1331

小規 模 貯 水 槽水道の
点検 調 査を実 施します

水道水が油臭くならないために！

上下水道局では、より安全でおいしい水をご利用いただく
ため、平成26年度より４年をかけて市内の小規模貯水槽水道
（※）設置建物を対象に無料で点検調査を実施しています。
点検調査では、受水槽の現況を確認するとともに、適切な
維持管理について調査員からアドバイスなども受けられま
すので、今後の維持管理にお役立てください。
設置者の皆さんには、事前に調査員から連絡がありますの
で、
点検調査へのご理解・ご協力をお願いします。
※小規模貯水槽水道とは、水道管からの水道水を受水槽にた
め、ポンプでくみ上げてから蛇口に給水する設備で、受水
槽の容量が10㎥以下のものです。
工事受付センター 接続工事受付グループ ☎633-3164

６月１日から７日
は水道週間です。
5

地面に灯油やシンナーがこぼれると、地中の水道管までし
みこみ、水道水が油臭くなることがあります。こぼれたとき
は、すぐにその部分の土を入れ替えることをおすすめしま
す。もし、水道水が油臭くなってしまったら、指定工事店へご
相談ください。
※未然防止のため、灯油やシンナーは、水道管から離れた
場所で扱いましょう。

▶上下水道局ホームページから指定工事店一覧が
ご覧になれます。
宇都宮市

指定工事店一覧

水道管理課 水質管理室 ☎674-1399

6月1日から7日の一週間は「水道週間」です。
水道週間は、水道についてさらに国民の理解と関心を高める
ことを目的として、厚生労働省が定めたものです。
上下水道局では、これからも水源を守り、安全・安心な水道水
を安定供給してまいりますので、水道事業へのご理解とご協力
をお願いします。

検索

平成27年度 予 算 のあらまし
水道事業

水道事業では、安全でおいしい水を、いつでも安定的にお届けできるよう、地震等の災害に備え、
施設の耐震化の推進や、古くなった施設や水道管を更新する工事などを行います。

水道水をつくるための
予算 ︵表示額は消費税込み︶

収入

116億3,600万円

支出

98億2,200万円

安全な水道水をつくるための費用
配水管・メーターなどの維持管理のための費用

水道料金
102億300万円

18億7,700万円

メーターの検針や料金収納のための費用

12億2,200万円
5億8,200万円
7億5,500万円
8億8,000万円

事業全般を運営管理するための費用

6億7,300万円
加入金、
一般会計からの繰入金など
14億3,300万円

38億3,300万円

18億1,400万円

水道施設を整備するための
予算 ︵表示額は消費税込み︶

収入

9億7,500万円

施設建設のための借入金の支払利息
その他

減価償却費※
※この費用は外部に対して支払いを伴わないため、
この分の現金が内部に蓄えられます。

収支差額 収入合計ー支出合計

支出 59億5,200万円

水道料金100円の使いみち
水道水を
水道水をつくるための
費用 19円

借入金
6億9,800万円
国庫補助金・
工事負担金など
2億7,700万円
不足額※
49億7,700万円
借入金償還金など
21億1,100万円

メーターの検針や
料金収納のための
費用 6円
事業全般を運営管理
するための費用 8円

下水道事業では、下水道をいつでも安心してご利用いただけるよう、地震等の災害に備え、
施設の耐震化の推進や、古くなった下水道管の寿命を延ばすための工事、大雨の際に、下水道
管の水をあふれにくくするための工事などを行います。

下水道事業
下水を処理するための
予算 ︵表示額は消費税込み︶

収入

施設建設の
ための借入金の
支払利息 9円

その他
7円

※不足額は、
施設の減価償却費などの、
内部に蓄えられた資金で補てんします。

配水管・メーター
などの維持管理の
ための費用 12円

減価償却費
39円

施設の建設改良などに
要する費用
38億4,100万円

143億2,400万円

支出

130億5,000万円
下水を適切に処理するための費用
使用料収納のための費用

下水道使用料
78億5,500万円

36億7,600万円

事業全般を運営管理するための費用

4億2,100万円
5億3,200万円
16億4,100万円

施設の建設のための借入金の支払利息

1億8,100万円
一般会計からの繰入金
39億6,800万円

65億9,900万円

その他
減価償却費※
※この費用は外部に対して支払いを伴わないため、
この分の現金が内部に蓄えられます。

収支差額 収入合計ー支出合計
その他収入 25億100万円

下水道施設を整備するための
予算
︵表示額は消費税込み︶

収入 49億5,900万円

借入金
28億8,000万円
国庫補助金・工事負担金など
20億7,900万円

不足額※
57億700万円

12億7,400万円

支出

106億6,600万円

下水道使用料100円の使いみち

減価償却費
51円

施設の建設や整備に要する費用
51億2,700万円

下水を
処理するため
の費用 28円

使用料収納のため
使用
の費用 3円

事業全般を運営
管理するための
費用 4円
施設建設のための
借入金の支払利息
13円

借入金償還金など
55億3,900万円

※不足額は、施設の減価償却費などの、
内部に蓄えられた資金で補てんします。

その他 1円

これからも、
お客様に一層信頼いただけますよう、
適正で効果的な事業運営に努めてまいります。
経営企画課 企画財政広報グループ ☎633-3230
上下水道局オリジナル

水道ぼうや手ぬぐい
50名様にプレゼント！

河原町1-41
宇都宮市上下水道局 経営企画課「広報紙」係

〒320-8543

「お名前」
「ご住所」
「ご職業」を明記の上、はがきでご応募ください。

※個人情報は、プレゼントの発送以外には使用しません。
表紙のクイズの答えに加え
※いただいたご意見・ご感想などは、個人が特定できない情報として、
て、本冊子のご意見・ご感想・
紙面掲載させていただく場合があります。
水に関するお得な情報などを応募いただいた方の
締 切／平成27年7月3日（金）
（必着）
中から、抽選で50名様にプレゼントいたします。

6

上下水道お届けセミナー

〜上下水道のお 話を出前します〜

自治会やサークルなど、希望する団体の皆さんを対象に出前講
座を実施しています。また、市内の小学４年生を対象に、各学校で
の出前講座も実施します。
（小学４年生対象の講座については学校
を通して受け付けています。）
内 容
実施時間
対

象

申 込

水道水がどのように作られ、家庭で使われた水がどのよ
うに処理されるかについての正しい知識を養うことを目
的としたセミナー
１講座１時間程度
市内に在住か通勤通学している、10人以上で構成された
団体
開催希望日の１か月前までに、電話でお申し込みください。

経営企画課 企画財政広報グループ ☎633-3230

水 道 料 金・下水 道使 用 料 のお支 払いは、必ず 納 入 期 限 内に！
上下水道事業は、お客様からの水道料金等により運営されています。納入期限内のお支払いにご協力をお願
いします。
●上下水道局、上河内・河内地域自治センター、各地区市民センター・出張所
所

納入できる
●金融機関（納付書の裏面に記載のある場所）
場所

●コンビニエンスストア（ 納入期限後はお取り扱いできません。）

便利でお得な 口 座 振 替 をぜひご 利用ください 。
●口座振替でお支払いいただくことにより2か月で50円 を割引します。
お申し込 み
に ついて は
＊割引は、再振替や未納のあるお客様、下水道のみご利用のお客様には適用に
い
なりません。
下 記 までお 問
。
い
さ
だ
く
●口座振替をご利用のお客様は、ご希望により毎月振替が選択できます。 合 わ せ
宇都宮市

水道料金

口座

検索

サービスセンター 管理グループ ☎633-3108

下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金（分担金）は、
期 限 内に納 付しましょう！
下水道事業受益者
負担金（分担金）

下水道事業受益者負担金（分担金）は、
公共下水道が整備される区域内の利益を
受ける人（受益者）
に、建設事業費の一部を
ご負担いただくものです。

▶報奨金制度
（最大約20％）
を 負担金(分担金)の総額を第1期の納期限内に
ご活用ください！ 一括納付されますと、
約20％が減額されます。
▶期限内の納付を
平成27年度分の納期限は７・９・11・１月の末
お願いします
日
（土日・祝日の場合はその翌日）
です。

▶納付する場所

金融機関(納入通知書に記載のある場所)、上下
水道局、各地区市民センター、上河内・河内地域自
治センター、各出張所の窓口で納めてください。

サービスセンター 普及促進グループ ☎633-3127

上下水道に関する
お問い合わせは
編集
発行

＞＞＞

井戸水を使用する事業者
の皆さんへ
井戸水を使用する事業者の下水道使用料は、
メーターで計量した使用水量に基づき算定しま
す。下記の要件に該当する場合、
メーターを設置
する必要がありますので必ずご連絡ください。
要

件

井戸水を使用し、下水道に
排水している場合

メ ー タ ー

上下水道局より貸与

設 置 費 用

事業者負担

※1 井戸水の使用開始（中止）の場合は、速やかにご連
絡ください。
※2 その他井戸水の使用に関するお問い合わせにつき
ましても、お早めにご連絡ください。

サービスセンター 計量グループ ☎633-3188

お客様受付センターへ ☎633-1300
※夜間及び土曜・日曜・祝日の緊急連絡先

☎633-3195（警備員による対応になります）

〒320-8543 宇都宮市河原町1番41号
☎028-633-3230 FAX 028-633-3264

＞＞＞「私たちのくらしと水」は、年4回発行しています。次回の発行は、平成27年9月6日の予定です。

6月7日号の印刷費（1部8ページ）○○○千円（消費税を含む）

