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留保資金

　宇都宮市の上下水道事業は、みなさまにお支払いいただく水道料金、下水道使用料によってまかなわれています。
　上下水道局では、より一層のサービス向上と経営の効率化、健全化に努め、安全でおいしい水を安定してお届け
し、また、下水を適切に処理してまいります。

宇都宮市上下水道局の平成21年度予算のあらまし

収　入

収入　112億6,000万円

水道料金
103億7,600万円

加入金
他会計負担金など　8億8,400万円

支　出

支出　95億9,100万円

19億1,100万円

7億4,300万円
9億6,800万円
7億3,900万円

16億1,200万円

4億1,000万円

32億800万円

16億6,900万円

収　入

収入　29億6,900万円

不足額※

46億8,100万円

借入金
18億7,200万円

その他収入　10億9,700万円

支　出

支出　76億5,000万円

施設の建設改良などに要する費用
47億3,700万円

借入金償還金など
29億1,300万円※不足額は、施

設の減価償却費
などの、内部で
留保された資金
で補てんします。

総事業費　172億4,100万円

留保資金

収　入

収入　125億9,400万円

下水道使用料

75億7,800万円

その他収入　8,000万円

一般会計からの繰入金
49億3,600万円

支　出

支出　117億2,200万円

30億9,400万円

3億7,700万円
4億8,900万円

30億1,700万円

2億3,600万円

45億900万円

8億7,200万円

収　入

収入　54億6,900万円

不足額※

53億6,100万円

その他収入
32億4,700万円

借入金
22億2,200万円

支　出

支出　108億3,000万円

施設の建設や整備に要する費用

54億5,000万円

借入金償還金

53億8,000万円
※不足額は、施
設の減価償却費
などの、内部で
留保された資金
で補てんします。

総事業費　225億5,200万円

■お問い合わせは　経営企画課　企画財政広報グループ　TEL 633-3230

安全な水道水をつくるための費用

下水を適切に処理するための費用

メーターの検針や使用料収納のための費用

事業全般を運営管理のための費用

施設の建設のための借入金の支払利息

その他

施設の減価償却費

収支差額　収入合計－支出合計

配水管・メーターなどの維持管理のための費用

メーターの検針や料金収納のための費用

事業全般を運営管理するための費用

施設の建設のための借入金の支払利息

その他

施設の減価償却費

収支差額　収入合計－支出合計



下水道への接続のお願い 下水道は、汚れた水を浄化して自然にもどす役割を担っています

下水道の接続義務について（下水道法に基づく）
下水道が供用開始となった地域では…
・くみ取り便所は３年以内に水洗便所に改造しなけ
ればなりません。
・浄化槽は速やかに廃止し、公共下水道へ直結する
ことが建物所有者に義務付
けられています。
・生活雑排水を側溝などの水
路に流している場合、１年
以内に下水道につながなけ
ればなりません。

●下水道を接続するには
お近くの排水設備指定工事店にご依頼ください。
※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。
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/josuido
/kurashi_gesuido/haisuiijigyosha/index.html

●融資あっせん制度のご案内
現在、くみ取り便所をお使いの方で水洗便所に改造す
る場合や、浄化槽を廃止して下水道に直接流す場合には、
金融機関より工事資金の融資を受けることができ、利息
については上下水道局で負担いたします。
なお、制度を利用する際は、工事を依頼する指定工事
店にご相談ください。
※工事終了後ではご利用できません。
◆融資の対象
水洗便所への改造または浄化槽廃止による下水道へ
の接続工事
◆融資金額
①一世帯で便所など１か所の場合＝70万円以内
②一世帯で便所など２か所以上の場合＝140万円以内

■工事受付センター接続工事受付グループ
TEL633－3164

みなさまの貴重なご意見・ご要望・水に関するお
トクな情報等をお聞かせください。
※ご応募いただきましたみなさまの情報は，粗品の発送以外には使用いたしません。

「私たちのくらしと水」は年４回発行しています。

今回の特集でご紹介した施設は、いずれも
自然豊かな場所にあり、この季節に巡るのに
最適です。戸祭配水場内は、探検ツアー等
の機会に見学できますので、見学をご希望の
方は募集を見過ごさないよう、広報うつのみ
や７月号をチェックしてみてください。

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
１ご住所
２お名前
３ご職業
４紙面に対する
ご意見･ご要望
水に関する
おトクな情報

郵便はがき

表　面 裏　面

ご意見・ご要望をお寄せくださった方の
中から抽選で５名様に、

をプレゼントいたします!!
【締切　6月25日必着。当選は発送をも
って発表にかえさせていただきます。】

上下水道局
オリジナル
タンブラー

7月は下水道接続促進月間です
下水道には、快適な生活環境をつくり、川や海の水
質を守るという目的があります。そのため、下水道が
使える地域では、接続が義務づけられています。
上下水道局では、下水道が使える地域にお住まい

で、まだ下水道に接続されていないお宅へ接続のご案
内をするため、戸別訪問を行っています。７月は特に
その「強化月間」として、接続促進に力を入れて取り
組んでいます。
まだ接続されていないお宅につきましては、早期接
続をお願いします。
■サービスセンター営業グループ TEL633－3108

水道料金・下水道使用料のお支払いは、口座振替が便利です
●口座振替のお申し込みは、宇都宮市内の各金融機関の窓口、または上下水道局サービスセンターへ、水道・下水道使
用量のお知らせまたは領収書、通帳と印鑑をお持ちになってお申し込みください。
◆口座振替は、検針月の翌月の12日（金融機関が休みの場合は翌営業日）に、お客様の口座から振替をいたします。
◆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いただけます。
◆1か月につき25円（税込み）を割り引きいたします。
※口座振替割引は再振替や未納のあるお客様、上河内地域・下水道のみご利用のお客様は適用になりません。

■サービスセンター料金グループ TEL633－3127



水道メーターの検針や漏水調査などを民間業者に委託しています
●上下水道局では、次の業務を民間委託しているため、委託業者がお客様のお宅にお伺いすることがあります。
◆水道メーターの検針及び未収金の訪問整理…………㈱ライデック

■サービスセンター計量グループ TEL633－3188
収納グループ TEL633－3189

※水道メーターの検針は２ヶ月に１回行っております。安全で正確な検針ができるよう、メーターボックスの上には、植
木鉢・タイヤ・ブロック・洗濯機等、検針の妨げになるものを置かないようお願いいたします。

◆水道の開栓・休止等現場業務…………………………㈱東計電算
■お客様受付センター TEL633－1300

◆道路から水道メーターまでの漏水調査業務…………委託業者は地区により異なります。
■配水管理センター維持グループ TEL616－1331

※委託業者は制服を着用し、上下水道局が交付する証明書を携行して業務に従事しています。

●上下水道局では、自治会やサークルなど、希望する団体の皆さんを対象にした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ています（小学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 水道水ができるまでと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い、水の循環と環境保全への意識を
高めることを目的としたセミナー

◆実施時間 １講座１時間程度
◆対　　象 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
◆申　　込 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 TEL633－3230

上下水道お届けセミナー　～上下水道のお話をお届けします～

上下水道の使用開始・休止、名義変更について
●お客様受付センター TEL 633-1300 FAX 633-3190
メーター検針、使用水量について
●サービスセンター TEL 633-3188
料金のお支払いについて
●サービスセンター TEL 633-3189
口座振替、料金の内容について
●サービスセンター TEL 633-3127
給・排水設備の接続について
●工事受付センター TEL 633-3164

道路からの漏水や修繕工事について
・道路からの漏水を発見したとき
・道路からメーターまでの漏水など
●配水管理センター TEL 616-1331
浄水場などについて
●配水管理センター TEL 621-2203
水再生センターなどについて
●下水道施設管理課 TEL 633-3379
上記以外について
●経営企画課 TEL 633-3230

水道ぼうや

宇都宮市上下水道局への お問い合わせ・ご相談は

ホームページアドレス http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/josuido/index.html ※電話のおかけ間違いにはご注意ください。

次号は9月6日（日）に発行いたします。

この印刷物は
再生紙を使用しています。

〒320-8543　宇都宮市河原町1番41号
TEL 028-633-3230  FAX 028-633-3264宇都宮市上下水道局編集・発行

●5月31日号の印刷費（1部8ページ）1,044千円（消費税を含む）

漏水調査の様子

お気軽にご相談ください！　各種イベント等で『上下水道なんでも相談所』を開設します
●上下水道局では、各種イベント等に出展し、上下水道に関する相談を受け付けています。
水質に関すること、上下水道料金に関すること等、なんでも結構です。お気軽にお立ち寄
りください。

◆５月～９月までの開設予定
・よー元気まつり ５月３１日（日）11時～16時　バンバひろばにて
・上下水道施設開放 ８月予定（決まり次第広報うつのみやに掲載）

■経営企画課　企画財政広報グループ TEL633－3230
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