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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

平成29年度 特選標語 かぎりある 命の水を 大切に

菅原　快徠さん（朝倉小）特　選

柴田　快人さん（増田小）　高橋　奏人さん（朝倉小）準特選

金　　穂夏さん（旭　小）　髙橋　遥太さん（朝倉小）特別賞
深堀あかねさん（朝倉小）　東海林一希さん（旭　小）
本間　　凛さん（朝倉小）　柴田　大翔さん（旭　小）
上野　哲丸さん（横手北小）　井筒瑛太郎さん（増田小）
小松　映奏さん（横手北小）　黒坂　翔汰さん（増田小）
髙槗　朱音さん（横手北小）　泉　　樹希さん（醍醐小） 
髙橋　璃子さん（横手北小）　佐藤遼太郎さん（吉田小）
佐藤　実優さん（睦合小）

入　選

　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間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。

　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」☎0182－32－2758

空き家・空き部屋をお持ちの方、
冬期間留守にされる方へ

使用者や所有者が変更に
なったときは

寒さは水道の天敵です
～水道管の凍結にご注意ください～

　水道管の凍結・破裂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。水道
管が凍結すると水道が使えないばかりか、解凍作業や修理に高額な費用がかかる事になります。
冬になる前に凍結の防止方法を確認して水道管の冬支度をしましょう。

●水道管がむき出しのところ
●北向きのところ
●風当たりの強いところ
●家の外にあるじゃ口

●水道管・じゃ口を保温する。
●メーターボックス内を保温する。
●水抜き栓を閉める。

こんなところは凍結しやすい
ので気をつけて！！

凍結の防止策

水
抜
き
栓

❶じゃ口をあけて水を出す。
❷水抜き栓のハンドルを右
　（閉の方向）にまわし、
完全に閉める。

❸水が止まったことを
確認し、じゃ口は開
いたままにしておく。

水を抜くとき

※水抜き栓（ハンドル式）は「半開」、「半閉」の状態だと地下に水が漏れてしまいます。
　必ず「全開」または「全閉」の状態で使用してください。

お問い合わせ先 「横手市水道お客様センター」☎0182－32－2758

　冬期推定の地域は、推
定に入る前月の検針票で
推定水量・料金等をお知
らせします。
　水量の変更などは「水
道お客様センター」まで
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
します。

　冬期間も検針の地域の
お客様は、メーターボッ
クス付近の除雪にご協力
ください。

冬期間の
検針について

５月の精算お知らせ
方法がかわります

お知らせ欄

　精算の結果、冬期間多く料金をいただいていた
お客様には、５月に通知を送付していましたが、
平成30年５月から検針票でお知らせします。
　多くいただいていた料金を翌月の料金へ充当さ
せていただいた場合に、充当した金額と更に翌月
へ繰り越す金額を記載します。

精算の結果多くいただいていた場合（例）

６月以降も充当残がある場合（例）

検針員名　○○　○○
お客様へ
精算により、8,000円を次回料金へ充当します。

検針員名　○○　○○
お客様へ
料金には　3,000円が充当されています。
充当残の　5,000円を次回料金へ充当します。

漏水修理は横手市指定の工事店にご依頼ください
※指定工事店は市のホームページ（ページ番号000002066）で確認できます。
※なお、指定工事店以外の業者等は修理できません。

第59回 水道週間横手市標語コンクール表彰

　市では、水道週間にあわせ「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。
　応募総数292作品の中から、特選をはじめとする18作品が優秀作品として選ばれ、
８月24日、市長室で特別賞までの５人が表彰されました。



平成28年度 水道事業 会計決算の状況
❶収益的収支決算額（税抜）
水道水をつくるためにかかったお金とその財源

◆ 収入 19億4269万円

お客様からの水道料金
16億1507万円

その他
2億7655万円

市の補助金
5107万円

◆ 支出 18億7169万円
修繕費や委託料など維持管理費

4億6854万円
借入金の利息
2億9476万円

人件費
2億559万円

減価償却費
9億280万円

当年度純利益
7100万円

❷資本的収支決算額（税込）
水道施設をつくるためにかかったお金とその財源

◆ 収入 7億173万円
収入不足額 7億9524万円は、減価償却費など
企業会計内部で貯めたお金で賄っています

借入金
4億1390万円

国の補助金、市の出資金など
2億8783万円

◆ 支出 14億9697万円

施設の建設改良費
7億7097万円

借入金の元金返済
7億2600万円

　平成28年度の収益的収支は、総収益が19億4,269
万円、総費用は18億7,169万円で、7,100万円の当年
度純利益（黒字）となりました。

経営状況 項　 目 内　　　容 平成28年度 平成27年度
給水人口 水道により給水を受けている人口 75,732人 76,464人
給水件数 水道により給水を受けている件数 30,367件 30,227件
年間配水量 １年間に配水管に送られた水量 9,901,043㎥ 9,980,451㎥
年間有収水量 料金徴収の対象水量 7,604,575㎥ 7,661,302㎥
有収率 有収水量を配水量で除したもの 76.81％ 76.76％

年
間
業
務
量

平成28年度 下水道事業 会計決算の状況
❶収益的収支決算額（税抜）
汚水をきれいにするためにかかったお金とその財源

◆ 収入 17億3351万円

お客様からの使用料
6億3538万円

その他
2億9220万円

◆ 支出 16億7381万円
修繕費や委託料など維持管理費

4億1771万円
借入金の利息
3億2500万円

人件費
1億82万円

減価償却費
8億3028万円

市の補助金
8億593万円

当年度純利益
5970万円

❷資本的収支決算額（税込）
下水道施設をつくるためにかかったお金とその財源

◆ 収入 10億7893万円
収入不足額 5億4230万円は、減価償却費など
企業会計内部で貯めたお金で賄っています

借入金
5億3930万円

国の補助金、市の出資金など
5億3963万円

◆ 支出 16億2123万円

施設の建設改良費
2億1588万円

借入金の元金返済
14億535万円

　平成28年度の収益的収支は、総収益が17億3,351
万円、総費用は16億7,381万円で、5,970万円の当年
度純利益（黒字）となりました。

経営状況 項　 目 内　　　容 平成28年度 平成27年度
水洗化人口 下水道を使用している人口 31,809人 31,496人
年間処理水量 処理場で処理した汚水水量 4,250,690㎥ 4,181,365㎥
年間有収水量 使用料徴収の対象汚水水量 3,897,573㎥ 3,861,809㎥
有収率 有収水量を処理水量で除したもの 91.69％ 92.36％

年
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　増田・雄物川・十文字地区の水源として供給予定の成瀬ダムの建設現場を成瀬ダム
水道利水対策協議会の一員として上下水道部職員が、９月25日に視察してきました。
　平成36年度完成を目指し、今年度からダム本体関連工事が本格的に始まり、現在
は掘削作業を行っています。

成瀬ダム建設現場を視察しました

　７月22日（土）～23日（日）にかけて横手市を襲った大雨で大森武道
地区の道路の崩壊により、埋設されている水道管が破損し、同地区が断
水する被害を受けました。
　二次災害の危険性もあったため１週間ほどかかりましたが、７月28
日（金）に復旧しました。

大雨被害
復旧について

道路崩壊（損傷時） 道路崩壊（復旧時）

下水道コーナー

　市民のみなさんに下水道への理解を深めてもらおう
と、10月７日（土）に下水道フェアを開催しました。
　下水道フェアでは、道の駅十文字内に特設会場を設
け、水洗化相談コーナー、汚水処理模型、カラーマン
ホールふた実物展示をしました。　
　今年度は、来場者への「森のつち（汚泥肥料）」や
風船等のプレゼントの他に、「マンホールふたの缶バッ
チ作成体験コーナー」も用意し、大いに賑わいをみせ
ました。

下水道に接続するには、どうしたらいいの？
　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（ページ番号
000002070）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…水洗便所への改造や、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年以内なら120万円以内
　　　　　　　供用開始から３年過ぎても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せください。

  横手市　排水設備指定工事店 検索

融資あっせん制度があります

下水道への接続のお願い

詳しくは下記までお問合せください

上下水道部下水道課
☎0182－35－2253

または
経営管理課

☎0182－35－2251

下水道フェアを開催しました！

フェアの様子

毎日
を快適に！環境を豊かに！


