
問 企業総務課　組織人事グループ　☎633-3246

上下水道局の水の備え 相互応援

冬 の 水 道 ト ラ ブ ル ・ 凍 結 防 止冬 の 水 道 ト ラ ブ ル ・ 凍 結 防 止

　布などの保温材を巻き、
その上からビニールテー
プなどをしっかり巻いて、
水道管の凍結防止対策を
しましょう。

屋外で露出している
水道管や蛇口はありませんか？ 　自然に溶けるのを待つか、凍った部分にタオルなど

をあて、ぬるま湯（約５０℃）をかけてゆっくり溶かしま
しょう。

もしも凍結してしまったら…
水道水をつくるための
収入と支出（税抜き）

問 水道管理課　水質管理室　☎674-1399

問 サービスセンター　計量グループ　☎633-3188

問 水道管理課　配水管理センター　☎616-1331

topic
トピック

気温が下がった寒い朝は
水道管の凍結・破裂に注意！

　災害発生により、水道管や浄水場などの施設に大きな被害があった場合に、迅速で的確な災害対応を行うことが
できる体制を整え、市民の皆さまへの応急給水や水道施設の早期回復を図ることを目的に、（公社）日本水道協会へ
の加盟のほか、近県３市（川口市・前橋市・水戸市）との相互応援協定や宇都宮市管工事業協同組合との災害応援協
定を締結しています。

　水道事業では、約５１万人の皆様に水をお届けしており、給水普及率は約９８％になります。
安全でおいしい水を安定的にお届けするために、白沢浄水場や松田新田浄水場などの施設
の適切な維持管理を行うとともに、施設の整備を行いました。また、取水場所から浄水場まで
を結ぶ管の耐震化工事などを行ったほか、古くなった水道管を新しいものに取り替える工事
を行いました。

　メーターボックスの中のバルブを閉めて（右に回す）
水を止めるなど、応急処置をしてから、指定工事店へ  
ご相談ください。

水道管は気温が下がると凍結しやすくなり、蛇口から水が出なくなることや、水道管が破裂するおそれがあります。
（水道管の水が凍結しやすくなる目安の気温は、氷点下４℃以下です。）

もしも破裂してしまったら…
　地面に灯油がこぼれると、地中の水道管まで染み
こみ、水道水が油臭くなることがあります。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。

灯油漏れに注意！

　水道管が凍った後
に、黄色や茶色のに
ごった水が出ること
があります。これは、
凍ったときに水道管
内の鉄さびがはがれ
て、溶けた後に流れ
出るためで、一時的
な場合は問題ありま
せん。

宇都宮市　指定工事店一覧 検 索

※メーターから宅地内までの水道管の交換などについては、
　指定工事店にご相談ください。

ゆっくり

ぬるま湯を

水道管が破裂
することが
あります

熱湯

水道管に巻
く

保温材を

下のほうから
巻き上げて
防寒する

道路からメーターまでの水道管の破裂について

メーターの破損について

臭いなど水道水の水質について

3 4

決算の
あらまし

令和元年度 水道事業

　下水道事業では、約４５万人の皆様に下水道をご利用いただいており、水洗化率は約９５％になります。        
いつでも安心してご利用いただけるよう、下水を処理する水再生センターなどの施設の適切な維持管理を行う
とともに、 施設の整備を行いました。また、施設に直結する大きな管の耐震化工事などを行ったほか、古くなった
下水道管の寿命を延ばすための工事を行いました。

下水道事業

加入金、
一般会計からの繰入金など
13億2,400万円

純利益
19億6,100万円

その他 800万円

減価償却費など
41億2,400万円

借入金の支払利息 6億1,900万円

施設の維持管理や
事業運営の費用
40億700万円

不足額
62億8,300万円

その他 12億3,400万円

借入金 3億1,100万円

借入金を返済する費用
24億3,200万円
その他 900万円

施設整備の費用
53億8,700万円

収入：107億1,900万円

水道料金
93億9,500万円

支出：87億5,800万円

水道施設を整備するための
収入と支出（税込み）

下水を処理するための
収入と支出（税抜き）

下水道施設を整備するための
収入と支出（税込み）

収入：15億4,500万円 支出：78億2,800万円

※不足額は、これまでの  
利益を積み立てたもの 
などで補てんしました。

一般会計からの繰入金など
24億7,800万円

その他
25億9,400万円 純利益

3億1,100万円

その他 8,400万円

減価償却費など
64億700万円

借入金の支払利息 11億1,200万円

施設の維持管理や
事業運営の費用
45億800万円

不足額
53億2,400万円

その他 19億9,100万円

借入金 14億5,200万円

借入金を返済する費用
54億1,300万円

施設整備の費用
33億5,400万円

収入：124億2,200万円

下水道使用料
73億5,000万円

支出：121億1,100万円 収入：34億4,300万円 支出：87億6,700万円

※不足額は、これまでの  
利益を積み立てたもの 
などで補てんしました。

問 経営企画課　経理グループ
　☎633-3230
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