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横手市上下水道部経営管理課
横手市四日町３番23号
☎ 0182−35−2251

■お問合わせ先　「横手市水道お客様センター」 ☎0182‒32‒2758

■お問合わせ先　上下水道部下水道課  ☎0182‒35‒2253　経営管理課  ☎0182‒35‒2251

平成27年度  水道事業会計決算の状況

平成27年度  下水道事業会計決算の状況

平成27年度の収益的収支は、総収益が17億5,265万円、
総費用は17億2,448万円で、2,817万円の当年度純利益
となりました。

　平成27年度の収益的収支は、総収益が19億7,803万円、
総費用は19億8,314万円で、511万円の当年度純損失と
なりました。

※内部留保資金等･･･企業内部に貯えたお金や利益などの補てん財源

◎横手地域・増田地域の一部・大森地域
　冬期間も検針します。メーターボックス付近の除雪にご協力ください。
　積雪や冬囲いなどで検針できない場合は、推定水量で算定し、後日精算します。

◎平鹿地域・山内地域・大雄地域	 ◎雄物川地域・十文字地域・増田地域の一部
　12月から冬期推定に入ります。	 　１月から冬期推定に入ります。
　冬期推定の地域は、昨年度の冬期間使用水量を基本に算定し「冬期間水道料金のお知らせ」で推定水量・料金等をお知らせします。
推定水量等を変更したい場合は、お知らせが届いた後「横手市水道お客様センター」へご連絡ください。
　なお、冬期推定料金は５月の検針により、精算いたします。

冬期間の
検針について

下水道への接続のお願い

漏水修理は横手市指定の工事店にご依頼ください

★下水道に接続するには、どうしたらいいの？

★融資あっせん制度があります

※指定工事店は、市のホームページ（ページ番号000002066）でご確認いただけます。
※指定工事店以外で修理したときは、漏水減免はできませんので、ご注意ください。

　　水道管の凍結・破損は寒さが厳しくなる12月から２月にかけて多く発生しています。
　　凍結すると、水が出なくなるだけでなく、破損事故が発生し、修理に多くの費用がかかる場合があります。
　　冬になる前に次の凍結防止方法を確認し、水道管の冬支度をしましょう。

こんな場所は凍結しやすいので
気をつけて!!

●水道管がむきだしのところ　●風当りの強いところ
●北向きにあるところ　　　　●家の外にある蛇口

横手市水道お客様センター
イメージキャラクター

「スイト」と「ムムリン」
●水道管・蛇口を保温する
　保温材または布などを巻きつ
けて、その上をビニールなどで
覆いぬれないように保温してく
ださい。

●メーターボックス内を保温する
　使い古しの毛布やボロ布などを入
れ、上にダンボール
などをのせて保温し
てください。

●水抜きをする（凍り止めを閉める）
　不凍栓や止水栓による水道管の水抜きが効果的です。寝る前や家を
留守にする場合、不凍栓などを閉め、水道管内の水を抜いてください。

不凍栓は、『全開』または『全閉』の状態で使
用しないと、地下に水が漏れて

しまいます。また、『半開』で地下漏水が
起こった場合は、水道料金の減免はありま
せんので思わぬ出費となります。

注意！

しっかり

止水栓を閉めたときは必ずメーターのパイロッ
トが回転していないか確認してください。回転

している場合は、止水栓が中途半端な
状態になっていますのでしっかりと最
後まで閉めてください。

注意！

水道メーター
パイロット

●メーターボックスの中にある止水栓を閉めてください。そして、
破裂した部分に布かテープをしっかり巻きつけて応急処置を
し、「横手市指定給水装置工事事業者」（指定工事店）に修理
を依頼してください。

●給水装置の管理はお客様に行っていただいておりますので、
その際の修理費用は、所有者であるお客様の負担になります。

●凍ったところにタオルや布をかぶせ、その上からぬるま湯を
ゆっくりかけてください。（急に熱湯をかけると、凍ったとこ
ろが破裂する恐れがあります。）

●解凍が困難な場合は破裂する恐れがありますので、早めに「横
手市指定給水装置工事事業者」（指定工事店）に解凍を依頼
してください。

水 道

下水道

発泡
スチロール

ビニール
テープなど

収益的収支（税抜き）  純損失５11 万円

収益的収支（税抜き）  純利益 2,817 万円

資本的収支（税込み）  

資本的収支（税込み）  

経営状況

経営状況

◆凍結の防止方法

◆水道が凍ってしまったときは… ◆水道管が破裂したときは…

　　接続工事は、お近くの排水設備指定工事店にお申込みください。排水設備指定工事店がわからないときは、下水道課ま
たは経営管理課にお問い合わせください。
　また、市のホームページから指定工事店の一覧がご覧いただけます。

　下水道へ接続する場合、金融機関から工事資金の融資を受けることができ、金
融機関へ支払う利子を市が負担します。
◆融資の対象　水洗便所への改築や、浄化槽を廃止して下水道等に接続する工事
◆融資金額　　供用開始から３年以内			120万円以内
　　　　　　　供用開始から３年経過後		80万円以内
※制度を利用する場合、あっせんの条件や利用の制限がありますので、指定工事
店または下水道課へお問合わせください。

平成28年度標語　　じゃ口から  地球のめぐみが  あふれでる

企業債償還金
13億9,617万円

建設改良費
3億1,552万円

企業債
6億1,920万円

※内部保留
資金等

5億631万円

出資金
4億7,975万円

支出
17億1,169万円

収入
17億1,169万円

国庫補助金
7,454万円

受益者
負担金等
3,189万円

企業債償還金
7億235万円

建設改良費
8億6,508万円

支出
15億6,743万円

企業債
5億10万円

出資金
1億5,188万円

国庫補助金
1億7,788万円

その他
631万円

収入
15億6,743万円

内部留保
資金等※

7億3,126万円

支出
19億8,314万円

収入
19億7,803万円

水道料金
16億2,720万円

他会計補助金
5,413万円

その他
2億9,670万円

その他
1億7,032万円

支払利息
3億1,407万円

減価償却費
8億9,438万円

維持管理費
3億8,391万円

人件費
2億2,046万円

毎日を快適に！

　　　　環境を豊かに！

項　目
給水人口
給水件数
年間配水量
年間有収水量
有収率

項　目
水洗化人口
年間総処理水量
年間有収水量 
有収率

◆年間業務量

◆年間業務量

平成27年度実績

76,464人
30,227件

9,980,451㎥
7,661,302㎥

76.76％

平成27年度実績

31,496人
4,181,365㎥
3,861,809㎥

92.36％

平成26年度実績

77,470人
30,291件

10,104,130㎥
7,753,212㎥

76.73％

平成26年度実績

30,991人
4,046,177㎥
3,835,193㎥

94.79％

内　　容
水道により給水している人口
水道により給水を受けている件数
１年間に配水管に送られた総水量
料金徴収の対象水量
有収水量を年間配水量で除したもの

内　　容
下水道を使用している人口
最終処理場で処理した汚水水量
使用料徴収の対象汚水水量
有収水量を処理水量で除したもの

支払利息
367百万円

下水道使用料
6億2,978万円

他会計補助金
8億4,140万円

その他
2億8,147万円

その他
5,658万円

減価償却費
8億2,518万円

人件費
1億86万円 維持管理費

3億8,491万円

収入
17億5,265万円

支出
17億2,448万円

支払利息
3億5,695万円

横手市　排水設備指定工事店 検　索



空き家・空き部屋をお持ちの方、冬期間留守にされる方へ

　市では、水道週間に併せ「水道の役割・大切さ」を知っていただくことを目的に、市内小学校の４年生を対象に
標語を募集しました。
　応募数500作品の中から、特選をはじめとする１５作品が優秀作品として選ばれ、８月９日、市長室で特別賞ま
での５人が表彰されました。（標語のほか応募のあったポスター等については、全国コンクールに応募しております。）

特　選：　鈴木　昂希さん（睦合小４年）
　　　　　《じゃ口から　地球のめぐみが　あふれでる》
準特選：　糸井　万央さん（朝倉小４年）　　　小田嶋　夏歩さん（旭小４年）
特別賞：　佐藤　風香さん（雄物川小４年）　　髙橋　悠吾さん（旭小４年）
入　選：　佐々木　匠さん（大森小４年）　　　髙橋　琉那さん（大森小４年）
　　　　　南部　琥太郎さん（横手北小４年）　小野　遙斗さん（横手北小４年）
　　　　　宇元　みひろさん（旭小４年）　　　東谷　優香さん（横手南小４年）
　　　　　武内　紗季さん（横手南小４年）　　小野寺　志季さん（雄物川小４年）
　　　　　小林　論生さん（旭小４年）　　　　菅原　碧さん（睦合小４年）

　「下水道の日」の取り組みとして、９月11日
（日）に下水道フェアを開催しました。
　下水道フェアは、十文字地域で開催された「十
文字まるごとマルシェ」内に特設会場を設け、水
洗化相談や微生物観察コーナー、汚水処理模型を
展示しました。　
　更に今年度は、カラーマンホールふた実物展示
を増設、「カラーマンホールふたシート」
を配布し、下水道により関心を持って
いただきました。
　当日の来場者には、「森のつち（汚泥
肥料）」や風船等をプレゼントし、大い
に賑わいをみせました。

　毎月の水道・下水道の使用水量や料金等については、月一回の検針結果を「水道料金等のお知らせ」（い
わゆる検針票）でお知らせしております。この度お客様センターでは、直近２年間の水道・下水道の使用水
量と料金をWeb上でも確認できる「すいすいeねっと」の試験運用を11月１日から開始しました。お客様
自身の使用状況の確認のほか、お年寄りや学生などの一人暮らしを心配する遠方の家族が生活状況を確認
することもできますのでご利用ください。
　「すいすいeねっと」は無料で利用できますが、利用にあたっては利用登録が必要となります。利用登録
の詳細については、お客様センターのホームページをご確認ください。

相続などの理由により、給水装置の使用者や所有者に変更があったときは、忘れず
に使用者や所有者の変更の届出をお願いします。
　　●お問い合わせ先●　横手市水道お客様センター　☎32-2758

　横手市生活排水処理構想は、生活排
水処理施設の早期整備や、すでに整備
が完了している地域同士の統合などの
検討により、将来にわたって市民の皆
様に安定した生活排水処理サービスを
提供することが出来る経営基盤をつく
り、快適な生活環境と良好な水環境の
保全を実現することを目的とした計画
です。
　本処理構想では、計画期間が10年間
の「中期計画」と20年間の「長期計画」を策定しています。
　下水道課及び市ホームページ（HP番号000020954）において閲覧することが出来ま
すので、ぜひご覧ください。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　問合せ先　横手市上下水道部下水道課　☎ 35-2253

水道料金確認システム（すいすいeねっと）の試験提供を開始しました

「横手市生活排水処理構想」を策定しました

下水道フェアを開催しました！ 第58回 水道週間横手市標語コンクール表彰

空き家・空き部屋をお持ちの場合、また、旅行や福祉施設への入所などで長期にわたって不在となる場合、
水道管やボイラー等が凍結し破損する恐れがあります。長期不在の場合は、水道料金のかからない中止の手
続きをお勧めしますので横手市水道お客様センター（☎３２－２７５８）にご連絡ください。

使 用 者 や 所 有 者 が
変更になったときは

〈お客様センターHP〉http://www.toming.co.jp/suido/〈電話番号〉 32-2758

「おめでとう！」
小田嶋夏歩さんの標語

　「お水がね、
　　 すぐでることに
　　　　 かんしゃする」
  が、全国コンクールで

入選しました。

フェアの様子

旭小４年
髙橋 悠吾さん

雄物川小４年
佐藤 風香さん

朝倉小４年
糸井 万央さん

睦合小４年
鈴木 昂希さん

旭小４年
小田嶋夏歩 さん
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平成27年度  水道事業会計決算の状況

平成27年度  下水道事業会計決算の状況

平成27年度の収益的収支は、総収益が17億5,265万円、
総費用は17億2,448万円で、2,817万円の当年度純利益
となりました。

　平成27年度の収益的収支は、総収益が19億7,803万円、
総費用は19億8,314万円で、511万円の当年度純損失と
なりました。

※内部留保資金等･･･企業内部に貯えたお金や利益などの補てん財源

◎横手地域・増田地域の一部・大森地域
　冬期間も検針します。メーターボックス付近の除雪にご協力ください。
　積雪や冬囲いなどで検針できない場合は、推定水量で算定し、後日精算します。

◎平鹿地域・山内地域・大雄地域	 ◎雄物川地域・十文字地域・増田地域の一部
　12月から冬期推定に入ります。	 　１月から冬期推定に入ります。
　冬期推定の地域は、昨年度の冬期間使用水量を基本に算定し「冬期間水道料金のお知らせ」で推定水量・料金等をお知らせします。
推定水量等を変更したい場合は、お知らせが届いた後「横手市水道お客様センター」へご連絡ください。
　なお、冬期推定料金は５月の検針により、精算いたします。

冬期間の
検針について

下水道への接続のお願い

漏水修理は横手市指定の工事店にご依頼ください

★下水道に接続するには、どうしたらいいの？

★融資あっせん制度があります

※指定工事店は、市のホームページ（ページ番号000002066）でご確認いただけます。
※指定工事店以外で修理したときは、漏水減免はできませんので、ご注意ください。

　　水道管の凍結・破損は寒さが厳しくなる12月から２月にかけて多く発生しています。
　　凍結すると、水が出なくなるだけでなく、破損事故が発生し、修理に多くの費用がかかる場合があります。
　　冬になる前に次の凍結防止方法を確認し、水道管の冬支度をしましょう。

こんな場所は凍結しやすいので
気をつけて!!

●水道管がむきだしのところ　●風当りの強いところ
●北向きにあるところ　　　　●家の外にある蛇口

横手市水道お客様センター
イメージキャラクター

「スイト」と「ムムリン」
●水道管・蛇口を保温する
　保温材または布などを巻きつ
けて、その上をビニールなどで
覆いぬれないように保温してく
ださい。

●メーターボックス内を保温する
　使い古しの毛布やボロ布などを入
れ、上にダンボール
などをのせて保温し
てください。

●水抜きをする（凍り止めを閉める）
　不凍栓や止水栓による水道管の水抜きが効果的です。寝る前や家を
留守にする場合、不凍栓などを閉め、水道管内の水を抜いてください。

不凍栓は、『全開』または『全閉』の状態で使
用しないと、地下に水が漏れて

しまいます。また、『半開』で地下漏水が
起こった場合は、水道料金の減免はありま
せんので思わぬ出費となります。

注意！

しっかり

止水栓を閉めたときは必ずメーターのパイロッ
トが回転していないか確認してください。回転

している場合は、止水栓が中途半端な
状態になっていますのでしっかりと最
後まで閉めてください。

注意！

水道メーター
パイロット

●メーターボックスの中にある止水栓を閉めてください。そして、
破裂した部分に布かテープをしっかり巻きつけて応急処置を
し、「横手市指定給水装置工事事業者」（指定工事店）に修理
を依頼してください。

●給水装置の管理はお客様に行っていただいておりますので、
その際の修理費用は、所有者であるお客様の負担になります。

●凍ったところにタオルや布をかぶせ、その上からぬるま湯を
ゆっくりかけてください。（急に熱湯をかけると、凍ったとこ
ろが破裂する恐れがあります。）

●解凍が困難な場合は破裂する恐れがありますので、早めに「横
手市指定給水装置工事事業者」（指定工事店）に解凍を依頼
してください。

水 道

下水道

発泡
スチロール

ビニール
テープなど

収益的収支（税抜き）  純損失５11 万円

収益的収支（税抜き）  純利益 2,817 万円

資本的収支（税込み）  

資本的収支（税込み）  

経営状況

経営状況

◆凍結の防止方法

◆水道が凍ってしまったときは… ◆水道管が破裂したときは…

　　接続工事は、お近くの排水設備指定工事店にお申込みください。排水設備指定工事店がわからないときは、下水道課ま
たは経営管理課にお問い合わせください。
　また、市のホームページから指定工事店の一覧がご覧いただけます。

　下水道へ接続する場合、金融機関から工事資金の融資を受けることができ、金
融機関へ支払う利子を市が負担します。
◆融資の対象　水洗便所への改築や、浄化槽を廃止して下水道等に接続する工事
◆融資金額　　供用開始から３年以内			120万円以内
　　　　　　　供用開始から３年経過後		80万円以内
※制度を利用する場合、あっせんの条件や利用の制限がありますので、指定工事
店または下水道課へお問合わせください。

平成28年度標語　　じゃ口から  地球のめぐみが  あふれでる

企業債償還金
13億9,617万円

建設改良費
3億1,552万円

企業債
6億1,920万円

※内部保留
資金等

5億631万円

出資金
4億7,975万円

支出
17億1,169万円

収入
17億1,169万円

国庫補助金
7,454万円

受益者
負担金等
3,189万円

企業債償還金
7億235万円

建設改良費
8億6,508万円

支出
15億6,743万円

企業債
5億10万円

出資金
1億5,188万円

国庫補助金
1億7,788万円

その他
631万円

収入
15億6,743万円

内部留保
資金等※

7億3,126万円

支出
19億8,314万円

収入
19億7,803万円

水道料金
16億2,720万円

他会計補助金
5,413万円

その他
2億9,670万円

その他
1億7,032万円

支払利息
3億1,407万円

減価償却費
8億9,438万円

維持管理費
3億8,391万円

人件費
2億2,046万円

毎日を快適に！

　　　　環境を豊かに！

項　目
給水人口
給水件数
年間配水量
年間有収水量
有収率

項　目
水洗化人口
年間総処理水量
年間有収水量 
有収率

◆年間業務量

◆年間業務量

平成27年度実績

76,464人
30,227件

9,980,451㎥
7,661,302㎥

76.76％

平成27年度実績

31,496人
4,181,365㎥
3,861,809㎥

92.36％

平成26年度実績

77,470人
30,291件

10,104,130㎥
7,753,212㎥

76.73％

平成26年度実績

30,991人
4,046,177㎥
3,835,193㎥

94.79％

内　　容
水道により給水している人口
水道により給水を受けている件数
１年間に配水管に送られた総水量
料金徴収の対象水量
有収水量を年間配水量で除したもの

内　　容
下水道を使用している人口
最終処理場で処理した汚水水量
使用料徴収の対象汚水水量
有収水量を処理水量で除したもの

支払利息
367百万円

下水道使用料
6億2,978万円

他会計補助金
8億4,140万円

その他
2億8,147万円

その他
5,658万円

減価償却費
8億2,518万円

人件費
1億86万円 維持管理費

3億8,491万円

収入
17億5,265万円

支出
17億2,448万円

支払利息
3億5,695万円

横手市　排水設備指定工事店 検　索


