
※水道だよりは、地球環境を守るため再生紙を使用しています

☆平成25年12月13日発行　　☆編集／三郷市水道部／埼玉県三郷市茂田井200番地
☆給水不良や水質等の問い合わせ　　　　　　　　　　　　 ☎９５２－７１０１
☆引越や料金・検針及びメーター交換等の問い合わせ　　　 ☎９５２－７１０２

昼も夜も　休むことなく

水道統計（平成25年12月１日現在）給水人口000,000人　給水戸数00,000戸

親子水道施設見学会（利根大堰にて）

水道だより水道だより
No.80
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安全でおいしい水道水推進運動実施中！

平成24年度決算状況

給 水 人 口 134,515 人 給　水　戸　数 63,753 戸

年間総配水量 15,409,090 ㎥ 一日最大配水量 47,280 ㎥
（７月30日）

年間有収水量 14,429,549 ㎥ 一日最少配水量 37,490 ㎥
（５月３日）

概 要 ⃝ 給水量は、生活様式の変化や、ご家庭での節水機器の普及など
により減少傾向にありますが、インター南部地区の大型流通施
設への給水や、建設工事に伴う臨時給水の増加などにより前年
度よりわずかに増加いたしました。

⃝ 漏水調査を継続し、漏水箇所を速やかに修理することで、昨年
よりも水を無駄なく届けることができました。

⃝ これらの取り組みにより水道料金収入はわずかに増加すること
ができました。

三郷市キャラクター「かいちゃん＆つぶちゃん」

三郷市では
安全で安定した水を供給できるよう、
古い水道管を地震等の災害に強い
耐震管に入れ替えるなど、

計画的な施設の耐震化を進めています。

水道データ
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安全でおいしい水道水推進運動実施中！水は限りある資源です　大切に使いましょう

収益的収支（消費税除く） 水道水をお届けするための費用とその財源

資本的収支（消費税除く） 施設や配水管等を建設・整備するために必要な費用とその財源

節水への
ご協力
ありがとう
ございました

　今年７月から９月にかけて、利
根川上流域において少雨による渇
水となりましたが、節水へのご協
力により、水道水の安定供給を行
うことができました。

収益

収入

費用

支出

19億
9,971万円

９億
4,632万円

20億
2,458万円

８億
747万円

県から水道水を買う費用や
水を浄化する費用
7億8,759万円

（39.4%）

人件費
1億6,789万円
（8.4%）

配水管等の設備の建設などに
要する費用

3億7,255万円
（39.4%）

企業債
2億円（24.8%）

委託費
1億9,519万円
（9.7%）

施設の償却等
5億5,185万円
（27.6%）

施設の改良などに
要する費用
4億5,799万円
（48.4%）

分担金
4億7,600万円
（58.9%）

営業設備費
690万円
（0.7%）

借入金の返済
1億888万円（11.5%）

工事負担金
1億3,147万円
（16.3%）

水道料金
19億895万円
（94.3%）

受託工事収益等
1億1,563万円
（5.7%） 施設を維持し、

水を送り届ける
ための費用
1億3,333万円
（6.7%）

その他
1億6,386万円（8.2%）

純利益2,487万円は翌年度に繰り越します。

不足額1億3,885万円は過年度分損益勘定留保資金等で補てんします。
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８月１日（木）

「親子水道施設見学会」
　利根大堰（行田市）と県立川の博物館（寄居町）
を見学しました。
　水とふれあい、その大切さを学びました。

取り付ける器具の斡旋、販売はしていません。 悪質な訪問販売 にご注意ください！

水道施設の耐震化の現状をお知らせします

６月と８月に見学会を開催しました

　今後も地震にそなえ、引き続き配水管の耐震化を進
めてまいります。

各年度末耐震性水道管布設延長状況
22年度 23年度 24年度

 耐震管延長 （㎞） 100.1 113.6 125.7

 総　延　長 （㎞） 538.5 540.8 546.8

 耐 震 化 率 （％） 18.6 21.0 23.0 

三郷中央地区内の配水管布設工事

６月１日（土）

「水道施設見学会」
　三郷市の水道の歴史や、飲み水になるまでの
過程についての説明の後、有効容量10,000㎥
の国内最大級ステンレス製配水池の見学や水道
水とミネラルウォーターの飲み比べをしました。

各見学会は
来年度も

予定しています。
ぜひ参加して
下さい！　　
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取り付ける器具の斡旋、販売はしていません。 悪質な訪問販売 にご注意ください！水道部では、お客様からのご依頼のない訪問水質検査をはじめ浄水器や水道管に

水道料金のお支払い

水道管の防寒対策

　冬の冷え込みが厳しい時、特にマイナス４度Ｃ以下になりますと、防寒が不完全な水道管や水栓
器具や水道メーターが凍り、破裂することがあります。冬に備え防寒対策をしっかりしましょう！

お支払い方法

問い合わせ：業務課料金係　☎９５２－７１０２

問い合わせ：施設課給水係　☎９５２－７１０１

▶手続きについて
　水道部所定または、金融機関備え付けの口座振替依
頼書にご記入のうえ、お申し込みください。
　ゆうちょ銀行・郵便局については、指定の用紙にな
りますので、それぞれの窓口で手続きをしてください。
▶必要書類
　・預金（貯金）通帳と通帳印
　・水道使用量のお知らせまたは領収書

　水道部からお送りする納付書（納入通知書）に料金を
添えて、お近くの取扱金融機関かコンビニエンススト
アまたは、水道部窓口にてお支払いください。
　なお、市役所の下水道課窓口でもお支払いできます。

❶ 口座振替

❷ 納付書（納入通知書）払い

取 扱 金 融 機 関（各本支店）
埼玉りそな銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行

常陽銀行 りそな銀行 みずほ銀行

武蔵野銀行 足立成和信用金庫 中央労働金庫

亀有信用金庫 朝日信用金庫 城北信用金庫

青木信用金庫 埼玉縣信用金庫 さいかつ農業協同組合

千葉銀行 ゆうちょ銀行・郵便局（関東各都県及び山梨県）

セブン－イレブン スリーエフ ローソン

ファミリーマート ミニストップ サークルＫ

サンクス ポプラ 生活彩家

セーブオン コミュニティ・ストア セイコーマート（北海道・関東地区のみ）

ココストア デイリーヤマザキ ヤマザキデイリーストア

スリーエイト エブリワン くらしハウス

北海道ＳＰＡＲ ＭＭＫ設置店

（コンビニエンスストアは契約により代理受領を行います。）

凍結しやすい場所
　⃝ 家の北側に取り付けられ

た水道管や長期間使用し
ていない湯沸し器など

　⃝ 屋外に露出配管している水道管
　⃝ 風当たり（北風）の強い場所にある
　　水道管や給水管
防寒の方法

　⃝ 市販の水道用保温材、
又は毛布、タオル、布
切れ、発砲スチロール
などで水道管を覆い、
濡れないようにその上
からビニールテープを巻いてください。

　⃝ メーター器の防寒には、ボックス内に毛布や
布切れ、発泡スチロールを入れ保温します。

蛇口が凍って
　　しまった場合
　⃝ 蛇口が凍りつき水が出

ない場合は、自然に溶けるのを待
つか、蛇口の部分にタオルなどを
かぶせ、ぬるま湯をかけてください。
水道管や湯沸し器などの給水管が破裂した場合

　⃝ メーターボックスの中に止
め栓がある場合、止め栓を
右に回して止めてください。

　⃝ 修理につきましては、水道
部では修理できませんので
指定給水装置工事事業者へご依頼ください。

（指定給水工事事業者は、６ページに掲載してあります。）
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※水道だよりは、地球環境を守るため再生紙を使用しています

工事事業者名 店舗所在地 電話番号

東
　
　
和
　
　
地
　
　
区

㈱磯部工業 東町46番地 955－4905
㈲鎌田設備 東町197番地 955－1379
橋本設備工業 高州1丁目267番地 956－1406
篠田忠㈱ 高州2丁目105番地1 955－3131
篠田水道工業所 高州2丁目271番地1 955－1443
㈲富士管工 寄巻958番地65 955－7320
原田水道工事店 戸ヶ崎3124番地51 955－3365

☆ ㈲中野設備 戸ヶ崎2306番地22 955－8959
東埼住設㈱ 戸ヶ崎1丁目534番地4 955－8210
㈲好友社 戸ヶ崎1丁目198番地6 948－6335

☆ ㈲瑞基 戸ヶ崎2丁目51番地18 948－0971
㈲鈴木水道工業所 戸ヶ崎2丁目261番地 956－2590
荒井設備 栄1丁目267番地1 952－5715
田中水道工業所 栄4丁目8番地2 949－1927
西本設備 新和2丁目286番地7 952－2839

☆ ㈱佐藤組 新和4丁目577番地 952－8277
㈱山崎管工 鷹野2丁目221番地 955－3449
㈲管工企画三英 鷹野5丁目89番地 955－2025
㈲ハマシマ 鷹野5丁目512番地 955－3122

工事事業者名 店舗所在地 電話番号

早
　
稲
　
田
　
地
　
区

㈱アクセス 幸房538番地2 952－2700
㈱戸部商事 幸房1200番地 952－1551
ビックワンプランミィング 幸房1174番地 952－0563
三大 大広戸778番地3 953－2218
㈱田中屋 三郷1丁目30番地9 952－3061
㈱角水道工業 三郷3丁目6番地3 952－5580
㈲カネコ管工 早稲田7丁目30－2－305 959－1713
㈲佐藤住設 早稲田8丁目10番地6 959－3746
㈲冨田住設 早稲田8丁目9－2－402 958－7868
㈱篠田設備 仁蔵448番地1 954－8625

注意 ☆印は漏水修理、軽微な給水装置等の修理は行っておりません

工事事業者名 店舗所在地 電話番号

彦
　
成
　
地
　
区

㈲宮田鑿泉工業所 谷口77番地 952－1343
㈱八丸建工 谷口1276番地1 969－4102
㈲染谷工業 花和田224番地2 952－4377

☆ タナカウォーターサービス 花和田338番地 952－7323
㈲ティー・ケイ・ビースズキ 彦江1丁目91番地 952－9922
ハマセツ＆リベンプラザ㈱ 彦江1丁目278番地 953－1531
Ｎ・Ｋ企画 番匠免1丁目116番地 916－0161
千代田商事 天神1丁目144番地 952－5995
㈲トバリ管工 上彦名397番地1 953－0020
㈲福田設備工業 彦成2丁目148番地3 959－5354
㈱リビング 彦成2丁目205番地 960－0141
㈲山崎水道 彦音2丁目39番地1 957－3480
水道屋のカワノ 彦糸1丁目210番地3 950－7008

※みさと団地・早稲田団地にお住まいの方専用ダイヤル

み
さ
と
団
地
・
早
稲
田
団
地

工事事業者名 営業時間 電話番号
ＵＲ都市機構埼玉地域
支社みさと団地管理
サービス事務所

月・火・木・金・土
　 9：30～12：00
　13：00～17：00

957－5023

ＵＲ都市機構埼玉地域
支社三郷早稲田パーク
ハイツ管理サービス事
務所

月・火・木・金
　 9：30～13：30
土
　 9：30～12：00
　13：00～17：00

958－5053

ＵＲ都市機構埼玉地域
支社東埼玉住宅管理セ
ンター

月・火・水・木・金
　 9：15～17：40

048－941
－5311

日本総合住生活㈱
緊急事故受付センター 夜間及び日曜・祭日

0570－002
－004
または
048－839
－0901

※パークフィールドみさとにお住まいの方専用ダイヤル
工事事業者名 営業時間 電話番号

パーク
フィー
ルド　
みさと

パークフィールド
みさと管理センター 24時間 957－8000

　水道を新しく引く時、増改築などで蛇口の数を増減する
時、水の出が悪いなどの給水不良や、宅地内の漏水修理を
行う時は、三郷市指定給水装置工事事業者に依頼して下さ
い。
　無資格または無届の工事事業者に依頼すると、給水条例
により給水を停止する場合もありますのでご注意ください。
　市外の指定工事事業者に依頼する場合は下記の問い合わ
せ先までご連絡ください。

三郷市水道部　　〒341-0025　三郷市茂田井200番地
　　　○給水不良や水質・工事等の問い合わせ

☎952－7101

No.80 給水工事は
指定工事事業者で！

給水装置工事事業者一覧表三 郷 市 指 定


