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水道水でうがい・手洗い
かぜ予防！

相馬地方広域水道企業団は、相馬市、新地町及び南相馬
市鹿島区の水道事業を行っている特別地方公共団体です。
平 成 4 年 ( 1 9 9 2 年 ) 8 月に設 立 されて 以 来 、皆 さまに
安全な水を安定的に供給するよう努めています。

予算をお知らせします

●収益的収支（税込み）水をお届けするための収入及び支出
◎収入1,575,152,000円

◎支出1,380,056,000円

浄水場カードの配布について
水道企業団をより知っていただくため「浄水
場カード」
を作成し配布しています。
水道企業団を訪問された
皆さんに無料で
配布します。
かぜやインフルエンザの予防の基本
は、何といっても水道水での「うがい」
と
「手洗い」。家庭ではもちろん、職場や学校
でも簡単にできる予防対策です。

（土日祝日を除く。
）

8：30〜17：00
窓口で、お一人様一枚に限り配布いたします。

営業外費用等
11%
加入金 1%
下水道取扱手数料 2%

配水及び
給水費 11%

原水及び浄水費 10%

●資本的収支（税込み）施設を作るための収入及び支出
◎収入461,714,000円

◎支出1,445,709,000円

固定資産売却代金 87%
工事負担金
11%

井戸水が上水道
に流れ込む

井戸ポンプ
切替バルブ

メーターボックス

正しく接続された事例

井戸水

水道水

メーターボックス

固定資産購入費 4%

◎不足額は、消費税の収支調整額、建設改良積立金及び損益勘定留保資金で補填します。

●主な工事

井戸ポンプ
バルブ

◎不足額
983,995,000円

企業債償還金等 25%

負担金 2%

●業務予定量

水道の給水管と水道以外の管を直接接続していると、バルブ
の故障や閉め忘れ等により井戸水などが水道本管に逆流する
ことがあります。
この逆流した水が汚染されていた場合、公衆衛生上大きな
問題を引き起こすこととなり健康被害だけではなく、費用負担
の発生や罰則が適用されることもあります。
（水道法第51条）
また、水道水が井戸等に大量に流れ込む可能性もあり、その
場合は莫大な水道料金が発生することとなります。
水道法によりクロスコネクションは固く禁止されています。
（水道法第16条）

改良費 58%
拡張費 13%

混合水

なぜ禁止されているのか

万が一、水道の給水管と水道以外の管が直接接続されてい
る場合は、ただちに水道企業団が指定する給水装置工事事業
者に相談のうえ、改善してください。

業務費 7%

◎収支差額
195,096,000円

クロスコネクション（誤接続）の事例

水道の給水管と水道以外の管（井戸水等の管）を直接接続し
ていることをいいます。
また、必要に応じて水道水と井戸水などを止水栓（バルブ）
で切り替えて使用している場合もクロスコネクションに該当
します。

クロスコネクションがある場合

減価償却費 56%

総係費 5%

営業外収益等 23%

手数料等
3%
構成団体
負担金 3%

平日

特集 クロスコネクションは法律で禁止されています
クロスコネクション
（誤接続）
とは

水道料金 68%

項

目

給水件数
年間総給水量
一日平均給水量
拡張事業
改良事業

単位

令和2年度

件
㎥
㎥
千円
千円

22,815
6,082,000
16,663
192,257
841,709

･大野台浄水場中央監視施設更新工事
･令和元年台風19号による災害復旧工事
･水質監視装置設置工事
･河川改修工事に伴う水道管補修工事

前年度

23,328
6,570,000
18,000
120,226
765,288

比

較

−513
−488,000
−1,337
72,031
76,421

比

率

−2.20%
−7.43%
−7.43%
59.91%
9.99%

･県市道路改良工事に伴う水道管工事
･管網整備に伴う水道管工事
･水管橋耐震補強工事
･老朽管更新に伴う水道管工事

相馬地方広域水道企業団議会臨時会報告
◎令和元年第3回相馬地方広域水道企業団議会臨時会は12月24日に招集されました。
議長選出後、監査委員の選任、条例の一部改正、令和元年度補正予算など5議案が提出され、慎重審議の結果、
いずれも原案のとおり可決されました。提出された議案は次のとおりです。
相馬地方広域水道企業団監査委員の選任について
相馬地方広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について
相馬地方広域水道企業団職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について
相馬地方広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について
相馬地方広域水道企業団水道事業会計補正予算（第2号）

相馬地方広域水道企業団議会報告
◎令和2年第1回相馬地方広域水道企業団議会定例会は2月25日に招集されました。
条例の一部改正、令和元年度補正予算など4議案が提出され、慎重審議の結果、いずれも原案のとおり可決され
ました。提出された議案は次のとおりです。
相馬地方広域水道企業団給水条例の一部を改正する条例について
相馬地方広域水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について
令和元年度相馬地方広域水道企業団水道事業会計補正予算（第3号）
令和2年度相馬地方広域水道企業団水道事業会計予算

議員構成

水道料金のお支払いは必ず納期限内に！
水道料金を滞納されている方に対しては、最終的に水道水の供給を停止していますが、払い忘れがあったら即日
水道水の供給を停止するわけではなく、
まずはお客様の払い忘れについて段階的にお知らせしています。

納期限内の納付書であれば、
コンビニで
２４時間お支払いできますので大変便利です。
払い忘れ防止のために、口座振替をお勧めしています！
指定の金融機関でお手続きができます。 ※クレジットカード決済は行っておりません。
口座振替の場合、1か月につき25円割引されます。 ※詳しくは企業団HPをご確認ください。

悪質業者にご注意を‼
水道企業団職員を装ってご家庭を訪問し、浄水器の販売、水質検査及び排水
設備の清掃を行う悪質な「訪問販売」が発生しています。水道企業団では、機器の
販売や斡旋、水質検査は行っていません。

（令和元年12月24日現在）

議長（前列中央）
高玉 良一（相馬市議会選出）
副議長（前列右）
鈴木 貞正（南相馬市議会選出）
議会選出監査委員（前列左）
八巻 秀行（新地町議会選出）
議員（後列左から）
細田 廣（南相馬市議会選出）
寺島 博文（新地町議会選出）
山中 宣明（相馬市議会選出）
横山 和雄（相馬市議会選出）
獺庭 大輔（相馬市議会選出）

引越しの前に早めのご連絡を！
引越しのシーズンになり、転入・転出の件数が増えています。
そのため、引越し当日のご連絡では、対応に時間がかかってしまいます
ので、早めのご連絡をお願いします。

お問い合わせ先 総務課料金係 ☎0244-35-6700

インターネット・ＦＡＸは２４時間受付 詳しくはホームページをご覧ください。

水道メーター検針に
ご協力ください

空き家の水道管理は
大丈夫ですか？
長期間ご不在のお宅でも、
水漏れが発生することがあります！

有料広告

メーターボックスの上に車両
や物等を置かないでください。

犬は出入口やメーターから離
れたところに繋いでください。

検針が正確、
かつ、
迅速に行えるよう、
ご協力をお願いします。
災害に備えて３日程度の飲料水を備蓄しましょう。一人１日３ℓの３日分、
９ℓが目安です。

受付時間 平日8：30〜17：00

水道を長期間使用しない場合は、ご自身で
止水栓を閉める、宅内水道の水抜きを行うな
どの対策をお願いします。
また、水道を使用していない時でも、基本料
金は掛かりますので、長期間ご不在にする場
合は使用中止の手続きを行うことをお勧め
します。

〜目覚めの1杯、寝る前の1杯〜しっかり水分を取りましょう。のどが渇く前の水分補給が大切です。
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