
下水道施設管理課　管理指導グループ　☎６３３－３３７４

雨水貯留タンク・浸透ます
設置者アンケート調査の結果発表！

雨水貯留タンク編
雨水貯留タンクを
設置した理由は？

設置してよかったですか？

貯めた雨水の利用方法は？

家庭菜園等の水やり
水道料金を節約したいから
補助制度があるから
広報紙・パンフレットを見たから
環境への配慮のため

1位
2位
3位
4位
5位

1位
2位
3位

その他

水やり
打ち水
車などの水洗い

家庭菜園の道具洗い、犬の足洗い、子どもの水遊び、
金魚やメダカの水替え、災害時の備えなど

　現地確認でお伺いするお宅のほとんどに家庭菜園や花壇などが
あり、皆さんが雨水を有効に活用されていることがうかがえます。

　中には「大雨の後の水はきれいなので、洗濯の下洗いに使え
る」といった回答もあり、皆さんが水の恵みをしっかり利用され
ているということが分かりました。

設置後の満足度については、「と
てもよかった」、「よかった」を合わ
せると99%とほとんどの方が満足
されていることが分かります。

●家庭菜園や花・木の水やりに使えた
●水道料金が節約できた
●水やりに水道を使わなくなった

よかったこと

●すぐいっぱいになり容量が足りない
●空梅雨でタンクまで空になった
●夏は日中の貯水が熱くなり水やりに使えない
●水圧が足りなくてホースがつなげない

よくなかったこと

　タンクは水道管と違って水圧が足りないため、
ホースによる散水は難しいのですが、2階のベラン
ダに設置して水圧を確保したり、ポンプを使って散
水するなど工夫して利用されているようです。

　雨の降り方や雨水を受ける屋根の面積、製品によって異なりますが、室内にいて雨音が聞こえてくる程度の雨
が1時間ほど降り続くと150ℓのタンクがいっぱいになるようです。これは8ℓのじょうろで水やりをする場合、約
19回分になります。タンクの容量を選ぶときの目安にしていただけたらと思います。

雨水貯留タンクを設置してみて

特定施設（電気めっき施設など）や
除害施設（グリーストラップなど）を
お使いの事業者の皆さんへ

　事業者の皆さんに下水の水質管理への意識を高
めていただくことや、下水道施設の保護、水再生セン
ターからの放流水質の確保を目的として「事業場排
水に関する指導の基準を定める要綱」を作成しまし
た。
　平成２６年４月１日から、立入検査の実施や行
政指導の基準などとして適用されますので、ホーム
ページでご確認ください。

宇都宮市 水質規制 検索
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　タンクの置き場所によっては、夏場はタ
ンク内の水が温められ水やりに適さない
場合があるようで、日よけを付けたり、ゴー
ヤなどでグリーンカーテンによる日かげを
作っているお宅もありました。

設置場所の工夫 その1 設置場所の工夫 その2

容量の

めやす



工事受付センター  接続工事受付グループ　☎６３３－３１６４

雨水浸透ます編

　設置後の満足度については、
「とてもよかった」、「よかった」を
合わせて100%と全ての方が浸
透ますの設置効果に満足され
ていることが分かります。

　以上のようにどちらの施設を設置した方からも大変ご好評
をいただいています。市街化区域にお住まいの方は、設置費
用の3分の2の補助（右表の限度あり）が受けられますので、ぜ
ひご検討ください。
　ただし、補助の対象となる施設については、条件や設置基
準がありますので、事前にお問い合わせください。

　皆さんは雨水貯留タンク・浸透ますをご存じでしょうか？
　これらの施設をたくさん設置すると周辺の浸水被害の軽減に役立ちます。上下水道
局では、平成14年度から設置費用の一部を補助しており、これまでに1,125基分を助成
してきました。（平成14～24年度の補助実績）
　今回は補助制度を利用した方を対象に、平成25年6月に行ったアンケート調査の結果
をお知らせします。タンクやますの設置をお考えの方はぜひ参考になさってください。

3月22日は「世界水の日−地球と水を考える日」です
　地球上のあらゆる生物にとって欠かせない水。今後も限りある水資源を守りながら、より豊かで潤いのある生

活を送るためには、私たち一人ひとりが水の大切さを自覚し、その貴重さを踏まえて行動することが必要です。

　国連総会では、こうした水資源の貴重さや大切さについて、世界中の人々と一緒に考える日として、毎年3月22

日を「世界水の日」と定めています。

　これを機に、普段の水の使い方を振り返り、水の大切さについて改めて考えてみてはいかがでしょうか。

（＊）国土交通省HP参照 http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/tochimizushigen_mizsei_tk1_000013.html

　雨水貯留タンクは屋根に降った雨水を雨
どいからタンクにためる施設で、ためた雨水を
水やりや打ち水などに使うことができます。

雨水貯留タ
ンク

雨水浸透ま
す

雨水浸透ますを
設置した理由は？

補助制度があるから
庭の水はけが悪いから
広報紙・パンフレットを見たから
ハウスメーカー等の業者に勧められた
環境への配慮のため

1位
2位
3位
4位
5位
　この他に「浸水被害があるから」と制度の趣旨を理
解していただいている回答もありました。雨水流出
抑制へのご協力ありがとうございます。

Question 1

　雨水浸透ますは屋根に降った雨水を雨どい
から浸透ますに送り、雨水を土に還す施設です。
雨水を地下にしみ込ませるので雨どいの周りに水
たまりができず、水はけが良くなります。

設置してよかったですか？

●庭に水が溜まらなくなった
●水はけが良くなった
●雨水の排水が良い

よかったこと

雨水浸透ますを設置してみて

Question 2

よかった

48％

とても

よかった

52％

40,000円/基（住宅１棟につき１基まで）
25,000円/基（住宅１棟につき４基まで）
60,000円/基（住宅１棟につき１基まで）

貯留タンク
浸透ます
浄化槽転用槽

施　　設 補助限度

（＊）

アンケート調査への
ご協力、ありがとう
ございました。
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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）

上下水道に関する
　　　お問い合わせは　
編集
発行

3月2日号の印刷費（1部8ページ）825千円（消費税を含む）

＞＞＞ 「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26年6月1日の予定です。

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

＞＞＞

　また、井戸水で下水道を使用されているお客様及び農業集落排水処理

施設を使用されているお客様についても、ご家族の人数等に変更がある

場合は、お早めにご連絡ください。

お引越しのご連絡は３日前までに！！

使用を 開始する とき開始する 使用を 止める とき 止める 

お客様受付センター

028-633-3190

宇都宮市　水道お申し込み受付

締 切／平成26年4月4日（必着）

　本冊子のご意見・ご感想・水に関するお得な情報など

を募集しています。応募いただいた方の中から抽選で

５名様にプレゼントいたします。

※個人情報は、プレゼントの発送以外には使用しません。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、紙面掲載さ

　せていただく場合があります。

※「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。

FAX
インターネット・ＦＡＸでも受付しています。

インターネットでの受付は、上下水道局ホーム

ページよりご利用ください。

電話のおかけ間違いにはご注意ください。

上下水道の使用開始・休止・使用者の名義変更など

午前８時３０分～午後５時１５分（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

下記の日も電話受付を行います 【受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分】

３月８日（土）・９日（日）・１５日（土）・１６日（日）・２１日（金・祝）・２２日（土）

２３日（日）・２９日（土）・３０日（日）・４月５日（土）・６日（日）

☎028-633-1300受付内容 ▶

受付日時 ▶

転居したのですが、以前住んでいたところ
の口座振替を継続できますか？

宇都宮市内間で転居した場合には、転居前と同

じ口座からの振替を継続できます。転居先の使

用開始連絡の際にお申し出ください。

口座振替のお得な制度があると聞きましたが？

口座振替をご利用のお客様は、毎月振替または隔月振替を選択で

き、1か月につき25円（税込み）を割引いたします。なお、割引制度は

再振替や未納のあるお客様、下水道使用料には適用になりません。

振替日はいつですか？
振替日は、検針翌月の12日です。（12日に振替できない

場合は、28日に再振替します。）当該日が金融機関の休

業日の場合は、翌営業日に振替となります。

便利でお得な口座振替をぜひご利用ください。
お申し込みは、下記へご連絡いただくか上下水道局ホームページを

ご覧ください。

サービスセンター  収納グループ  ☎633-3189

宇都宮市　水道　口座振替

▶ 口座振替または納入通知書でのお支払いが選択いただけます。

▶ 給水番号（※）

▶ 住所・使用者氏名・電話番号 

▶ 使用開始日

お客様番号は、水道・下水道使用量のお
知らせ、または領収書に記載されてい
ます。給水番号は、玄
関などに貼ってあ
るステッカーの番
号です。

（※）お客様番号・給水番号《バルブの開け方》
①蛇口を全部閉める。

②メーターボックス（量水器）のふたを開ける。

③メーター番号を確認する。

　※アパート等の共同住宅の場合、他の部屋のバル

　　ブと間違えないように注意してください。

④バルブのハンドルを左に止まるまで回す。

お伝えいただくこと お伝えいただくこと

料金の精算

料金のお支払い

蛇口から水が出ない場合

＊「水道使用開始申込書」の郵送でも結構です。

＊納期内納付に

　ご協力ください。

＊お引越し当日に現地での精算もできます。

＊写真はイメージです。

▶ バルブで水が止まっている場合は、バルブを開けてお使いくだ

　   さい。（下図参照）

▶ バルブを回しても水が出ない場合は、お客様受付センターに

　   ご連絡ください。　

▶ お客様番号または給水番号（※）

▶ 住所・使用者氏名

▶ お引越し先の住所・電話番号

▶ お引越しの日時

＊休止のご連絡がないと、お使いにならなくても

　基本料金がかかりますのでご注意ください。

▶ 口座振替の場合→ご利用の口座から振替いたします。

▶ 納入通知書の場合→転居先に送付いたします。

水道料金・下水道使用料の口座振替Q&A
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