
毎日、安全で美味しい水をお届けします！ 

すいげん NO.21 
厚岸町水道広報 

２０１7 

夏
特 集 

平成２９年度水道事業
予算と事業計画

● Information☆ 

「貯水槽水道は適切な管理を」ほか 

● すいどうＮＥＷＳ

合併処理浄化槽を設置する人に補助金を交付します 

● 厚岸の水道百景No.7

水を送る重要な機械 『ポンプ』

水道水を作る工場 

『厚岸浄水場』の内部 

● 給水装置の管理     

 給水装置はあなたの財産です 
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〔収益的収支〕

 収益的収支で収入の柱となる

給水収益（水道料金）は料金改

定により前年度に比べ1,185万

5千円（4.7％）増の2億6,527

万8千円で、他会計補助金の増

など、収入総額では8.7％増の2

億9,819万2千円を見込んでい

ます。 

また、収益的支出の総額は、

配水及び給水費などの増、原水

及び給水費や総係費などの減で、

2億 6,688 万 9千円となり、前

年度に比べ748万円(2.7％)の 

減です。この結果、収支差額は

3,130 万 3 千円の黒字となる見

込みです(図１)。 

〔資本的収支〕 

 資本的収支は、収入総額が

380 万円で、前年度に比べ、

2,347 万 5 千円(86.1％)の減と

なっています。 

主な収入の企業債が1,880万 

円(83.2％)減の380万円。補償

金は皆減となっています。 

支出総額は1億4,033万円で、

前年度に比べ 1,138 万 6 千円

(8.8％)の増となっています。主

に、建設改良費が2,359万2千

円(86.1％)減の380万4千円、

総係費が 1,375 万円増の 1,404

万 6 千円、メーター設備費が

1,827 万 7 千円(51.9％)増の

5,352 万円となっています。  

平成 29 年度の水道事業会計予算は３月に開かれた町議会第１回定

例会で可決されました。収益的収支の予算額は収入が2億 9,819 万

2千円で、前年度に比べ2,388 万円の増、支出は2億 6,688 万 9千

円で、前年度に比べ 748 万円の減となり、収支は大きく改善する見

込みとなっています。事業は、若竹第二埠頭の整備に伴う配水管の

新設とメーター取替工事、課題となっている老朽化した配水管の耐

震化に係る計画の策定を予定しています。 

平成２９年度水道事業予算と事業計画 特 集 

予算の概要 

※水道事業は水道法の規定で、給水人口

が100人を超えるものをいい、このうち

給水人口が５千人以下のものを簡易水道

事業といいます。どちらも必要な経費は

水道料金で賄う独立採算制が原則です

が、上水道事業は地方公営企業法が適用

され、予算は料金収入や営業経費などの

経常活動に関する｢収益的収支｣と施設整

備などの投下資本の増減に関する「資本

的収支」の２本立てとなっています。水

道事業予算とは上水道事業予算のことで

す。 

給水収益 265,278

他会計補助金 10,947

長期前受金 19,676

その他 2,291収入 298,192千円

原水及び浄水費
60,510

配水及び給水費 10,336

受託工事費 508

総係費
31,482

減価償却費

128,248

資産減耗費

3,177

支払利息 24,236

消費税等
8,192

その他 200

支出 266,889千円

■図１ 収益的収支
水道水を作り、家庭などにお届けするための経費と財源 
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●メーター設備事業 5,352万円（1,827万円）

水道メーター（量水器）の新設や有効期間が

満了するメーターの 

交換を行います。新 

設、交換あわせて 

723台（191台） 

※( )内は前年度当初比増減額で、▲は減 

企業債償還金は313万5千円

（4.8％）増の6,873万4千円で

す(図２)。 

 資本的収支の不足額 1 億

3,653 万円は、過年度分損益勘

定留保資金1,306万3千円、当

年度分損益勘定留保資金 1 億

1,016 万 4 千円、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調

整額530万3千円、減債積立金

800 万円で補填することとして

います。 

 業務の予定量は、平成29年度

の水需要等の見通しを立てたも

のです。給水戸数は前年度に比 

べ8戸（0.2％）減の5,163戸 

◆収益的収支
科目 説明

給 水 収 益 水道料金
原水及び浄水費 水を作る費用
配水及び給水費

受 託 工 事 費 受託工事に要する
費用

総 係 費

支 払 利 息 及 び
企業債取扱諸費
◆資本的収支

科目 説明
企 業 債

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

【主な科目の説明】

水道施設整備のた
めの借入金
施設の建設･改良
に係る費用
借入金の元金の返
済額

水を各家庭等に配
る費用

人件費や事務費な
ど
水道施設等の資産
価値の目減り分を
費用計上したもの

借入金の利息の返
済額

減 価 償 却 費

で、年間総配水量は7,454立方

㍍（0.6％）増の 126 万 3,901

立方㍍で、一日平均給水量は21

立方㍍（0.6％）増の3,463立方

㍍の見込みです（表１）。 

区　　分 単位 29年度 28年度 増減 率(％)

給 水 戸 数 戸 5,163 5,171 ▲ 8 ▲ 0.2

年間総配水量  1,263,901 1,256,447 7,454 0.6

一日平均給水量  3,463 3,442 21 0.6

●配水管布設替等事業 200万円（▲1,670万円）

 若竹第二埠頭の整備に合わせ配水管の新設工

事を行います。 

●設備改修事業 180万円（▲690万円） 

宮園配水池敷地内法面の整備工事を行いま

す。 

●配水管耐震化計画策定業務 1,390万円 

老朽化した配水管の耐震化に係る計画の策定

を行います。 

業務の予定量 

平成２９年度の主な事業 

■図２ 資本的収支
水道施設を建設・改良するために必要な経費と財源

■表１ 業務の予定量

企業債 3,800

収入 3,800千円

建設改良費3,804

総係費 14,046

メーター設備費

53,520

固定資産購入費 226

企業債償還金 68,734

支出 140,330千円
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町が埋設した水道本管から分

岐している給水管と、それに直

結している蛇口などの給水用

具を給水装置といいます。 

この給水装置はすべて、個人

の財産ですので、漏水や故障の

際は、個人が修理費を負担する

ことになります。 

ただし、水道メーターとメー

ターボックスは町の所有物です

ので、町が修理します。                

現在、町の漏水量は非常に多

く、家庭に送っている水の約

1/4が漏水しています。 

また、例年60件以上漏水の報

告があり、そのほとんどが老朽

化した給水管の破損によるもの 

です。 

一般的に、給水管の耐用年数

は約 40 年ですが、土地の状況

によっては老朽化が早く進むこ

ともあります。  

使用水量が多かったり、地面

から水がわき出ていたりしたと

きは、役場水道課、又は指定給

水装置工事事業者までご相談く

ださい（事業者の一覧は、５ペ

ージをご覧ください。）。 

図 給水管からの漏水状況 

建物の新築、増改築、リフォ

ーム、解体にあたり、給水装置

の設置や位置の変更、撤去など

を行う場合、工事は指定給水装

置工事事業者しか行えません。 

また、水抜栓からの水漏れな

ど小さな修理も同様です。修理

を依頼するときは、町の指定給

水装置工事事業者かどうか確認

をお願いいたします。 

なお、建物の解体を行う際に

は、同時に給水装置の撤去を行

わないと残った給水管から漏水

が起きることがあります。 

その場合、個人が負担する修

理費が多額になるので、建物の

解体時は給水装置の撤去も必ず

行なってください。 

給水装置の老朽化と漏水 

給水装置の管理  

給水装置とは 

給水装置はあなたの財産です。

配水本管から分岐している各家庭の給水管や蛇口などの給水装置はあなたの財産です。 

トラブルがあった際は各個人(又は法人)が、指定給水装置工事事業者に対処をお願いして

ください。 

給水装置の工事を行うのは？

部分の

工事、修理は

指定給水装置

工事事業者し

か行えません 



水　道 下水道

フルハウス 厚岸町有明１丁目68番地 0153-53-3611 ○ ○

太平洋設備株式会社 厚岸町港町4丁目98番地 0153-52-3563 ○ ○

有限会社浅野石油 厚岸町真栄1丁目130番地 0153-52-2764 ○ ○

株式会社宮原組 厚岸町真栄2丁目256番地 0153-52-6654 ○ ○

有限会社〆二岩井商店 厚岸町真栄3丁目67番地 0153-52-3622 ○

有限会社片岡電器商会 厚岸町宮園1丁目66番地 0153-52-2774 ○ ○

川端金物株式会社 厚岸町宮園1丁目200番地 0153-52-3625 ○ ○

第一水道工業株式会社 厚岸町白浜1丁目159番地 0153-52-0311 ○ ○

株式会社佐藤工業 厚岸町白浜1丁目172番地 0153-52-2406 ○ ○

田崎土建株式会社 厚岸町門静2丁目8番地 0153-52-3422 ○ ○

オオタ設備 厚岸町門静1丁目342番地 0153-52-4887 ○ ○

たけだ工務店株式会社 厚岸町太田3の通り34番地11 0153-52-7600 ○

有限会社畠山電工 浜中町茶内栄59番地 0153-65-2511 ○ 　

農基開発株式会社 浜中町茶内橋北西84番地 0153-65-2525 ○

赤石建設株式会社 浜中町浜中桜北19番地 0153-64-2231 ○

協和建設工業株式会社 別海町別海旭町131番 0153-75-2240 ○

株式会社共立 釧路市松浦町11番3号 0154-22-0808 ○ ○

株式会社丸八富士総合設備 釧路市鳥取北10丁目11番10号 0154-52-2511 ○ ○

大同工業株式会社 釧路市鳥取大通3丁目21番27号 0154-52-2291 ○ ○

大倉工業株式会社 釧路市光陽町6番6号 0154-24-5176 ○ ○

綜合設備株式会社 釧路市入江町7番27号 0154-25-3116 ○

釧路永伸工業株式会社 釧路市白樺台2丁目27番6 0154-92-0550 ○

株式会社ホ－ムクリニックオオサキ 釧路市若松町16番16号 0154-31-0039 ○ ○

有限会社ダイエィ水道 釧路市新富町13番3号 0154-32-5535 休止

有限会社岩田土建 釧路市昭和町4丁目16番6号 0154-51-1767 ○ ○

有限会社釧路設備工業 釧路市愛国西1丁目10番8号 0154-37-3178 ○ ○

株式会社タイシン 釧路市中島町3番13号 0154-24-4739 ○ ○

榊設備工業株式会社 釧路市貝塚2丁目6番25号 0154-43-1289 ○ ○

後藤工務店有限会社 釧路町若葉5丁目26番地 0154-36-2325 ○ ○

株式会社トラストワークス 釧路市桜ヶ岡7丁目11番16号 0154-92-3600 ○ ○

株式会社中山工業 釧路市鳥取北4丁目14番17号 0154-53-3506 ○ ○

（平成28年9月現在、町内は行政区順、町外は順不同）

厚岸町指定給水装置工事事業者
公共下水道排水設備等指定工事店

電話番号
できる工事

　指定工事業者名 事業所又は本社所在地等

水道管の凍結や漏水、水洗トイレの工事や
トラブルは指定工事店へ依頼してください。

 5



 6 

 水道水をいったん受水槽に貯

めて利用している水道は「貯水

槽水道」といい、設置した方が 

管理することになっています。

貯水槽の大きさが 10 立方㍍を

超えるものは水道法で「簡易専

用水道」として、10立方㍍以下

のものは町の条例で「小規模貯

水槽水道」として、それぞれ水

質管理などを行うよう定められ

ています。安全・安心な水が使

用できるよう、適切な管理を行

いましょう。 

●問い合わせ／水道施設係 

（内線175・176） 

わき水や、家庭用の浅い井戸

は周囲の影響を受けやすく、細

菌や有害物質による汚染の恐れ

があり、水質は不安定です。給

水区域内で飲用の井戸を使用し

ている方は安全な水道水の利用

をお勧めします。 

水道接続などの相談は、水道

課又は厚岸町指定給水装置工事

事業者へお問い合わせください。 

●問い合わせ／水道施設係 

（内線175・176）  

納付書を発送しました。

納期内納入にご協力を。

下水道供用開始区域の土地の

所有者等に、下水道建設費の一

部を受益者負担金として負担し

ていただいています。 

今年度の納付書は７月に受益

者の皆様へ郵送しましたので、

ご確認をお願いします。 

生活保護を受けている方や、

それに準ずると認められる方

は、申請により受益者負担金の

減免を受けることができます。 

また、土地の売買などにより

受益者が変わるときは届出が必

要です。 

くわしくは、業務係へお問い

合わせください。 

【平成29年度 納期限】 

◆1期 29年 7 月31日（月） 

◆2期 29年 10 月2日（月） 

◆3期 29年12月25日（月） 

◆4期 30年 2 月28日（水） 

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ☆

飲み水は井戸から 
水道のご利用へ

中町農業協同組合 

■料金の軽減 

 生活保護を受けている方やそ

れに準ずる収入の方は、水道料

金・下水道使用料の軽減（基本

料金が半額になります）を受け

ることができます。 

 毎年、申請が必要です。詳し

くは、水道課へお問い合わせく

ださい。 

●お問い合わせ／業務係（内線

178～181） 

水道料金・下水道使用料は、

水道・下水道の利用と水の供給

というサービスを受けるために

その負担として納入していただ

くものです。水道事業・下水道

事業は皆さんから納入していた

だく料金により経営が成り立っ

ています。 

■料金の納め方 

●集金／毎月、町で委託してい

る徴収員がご自宅へ伺いますの

で、徴収員にお支払いください。 

●自主納付／毎月、納入通知書

を郵送しますので、町内の金融 

機関、ゆうちょ銀行、郵便局、

役場、湖南地区出張所、上尾幌

駐在所でお支払いください。 

●口座振替／毎月25日（休日の

場合は翌営業日）にご指定の口

座から振替されます。 

 口座振替を利用する場合は、

通帳と印鑑をお持ちになり、次

の取扱金融機関窓口で手続きを

してください。 

【取扱金融機関】 

北洋銀行、大地みらい信用金庫、

厚岸漁業協同組合、ゆうちょ銀

行、釧路太田農業協同組合、浜 

水道料金・下水道使用料は納期限までに納めましょう。 

『納期限は毎月月末です！』

上下水道に関するお知らせ 

下水道受益者負担金

貯 水 槽 水 道 は 
適 切 な 管 理 を
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町では、水道メーターの検針

を２５日から月末まで行ってい

ます。検針を円滑に行えるよう

次のことにご協力ください。 

①水道メーター周辺に検針の

妨げとなる物を置かないでくだ

さい。 

②犬は水道メーターから離れ

た場所につないでください。 

③夏季については、水道メー

ター周辺の草刈りにご協力くだ

さい。   

検針は水道料金を正確に算定

するのに必要不可欠です。使用

者の皆さんのご協力をよろしく

お願いします。 

 水道を使用開始するときや使 

用中止するときは、届出が必要

です。 

転入・転出や町内での転居の

とき、水道を使用していた人が

亡くなったときは、水道課業務

係の窓口で届出をしてください。 

 届出のときは、印鑑が必要で

す。くわしくは、水道課業務係

へお問い合わせください。 

●問い合わせ／業務係（内線

178～181） 

水道メーターの検針に 

ご協力ください 

下水道を整備する予定がない区域のみなさんへ 
合併処理浄化槽を設置する人に補助金を交付します 

すいどう
NEWS 

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ☆

町では、平成26年度から、し

尿の他に台所・洗濯・風呂など

の生活雑排水を併せて処理する

合併処理浄化槽の設置に対して

補助金を交付しています。 

生活排水による公共水域の水

質汚濁を防止し、生活環境の保

全や公衆衛生を向上させるた

め、設置について検討をお願い

します。 

【補助金の交付対象】 

 補助金の対象者は、合併処理

浄化槽を設置する人で、町税や

水道料金などの公納金の滞納が

ないことなど、いくつかの条件

があります。 

 また、対象区域は、床潭、末

広、筑紫恋、有明の一部、奔渡

の一部、住の江の一部、山の手

の一部、宮園の一部、白浜の一

部、門静、苫多、尾幌、上尾幌、

太田、片無去、糸魚沢、若松、

トライベツです。 

【交付の申込み】 

補助金の交付を受けよう

とする人は、平成 29 年 10

月31日までに、厚岸町合併

処理浄化槽設置費補助金交

付申請書を、水道課業務係

まで提出してください。 

補助金は予算の範囲内で

交付しますので、10月31日

以前に申請を締め切ること

があります。 

浄化槽の規格についても

いくつかの条件があります

ので、詳しくは水道課業務

係までお問い合わせくださ

い。（内線178～181） 

【補助金の額】 

補助金の額は、浄

化槽の大きさにより

5 人槽で最大 90 万

円、7 人槽または 10

人槽で最大 110 万円

です。 

水道を使用するときや 

中止するときは届出を 
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●表紙の写真 

門静にある『厚岸浄水場』は、
水道水を作る工場といえます。 
配水能力は１日6,000立方㍍で、

15,000 人に供給する水道水を製造
することができます。 
写真は、『ろ過池』の配管設備と

電動弁で、強く大きなものが使わ
れています。場内では、大型の機
械や電気設備などさまざまな設備
が稼働しています。 
毎年、小学生が社会見学に訪れ

ています。 

▼４月に町民課から異動になり、

５年ぶりに水道課に配属となりま

した。数年の間に変化したことが

数多く、あっという間の４ヵ月で

した。私事ですが、この冬、我が

家の暖房機が故障し、数日間、寒

さに震えつつ、水道が凍結しない

ように工夫しながら過ごしまし

た。考えてみたら築30年を過ぎて

いて見えないところが老朽化して

いたと痛感しました。 

今号では、みなさんの住宅での

給水装置についても書かれていま 

水を送る重要な機械『ポンプ』 

厚岸浄水場に設置のポンプ。大き
なものは、一般家庭１月分の水道使
用量と同程度の水量をたった 1 分間
で送る能力があります。 

水道で重要な機械の一つに『ポンプ』があります。主な働きは、

水（液体）を送る（押上げる）ことです。動力源は電気で、電動モ

ーターで動かします。 

形や用途はさまざまで、モーターごと水中で使用する水中型や薬

品を送る特殊なものなど、種類も多く、大きさも、手のひらに乗る

小さなものから、重量が小型自動車と同じ1トンもある大型のもの

まで使用しています。 

一般的な耐用年数は、15年程度とされていますが、整備しながら

40年以上使用しているものもあります。 

水道施設で使用する電力の多くは、この『ポンプ』が消費します。

送る水量の増減が電力使用量（電気料金）に大きく影響します。 

この広報誌は、町のホームページでもご覧いただけます 。 

普段係わる事ができない『水』

に関する仕事に携われる事に誇り

をもって、町民の皆様が安心して

生活をおくれるように、一生懸命

取り組んでいきますのでよろしく

お願いいたします。(植木) 

す。水の出が悪くなったとか、地

面から水がわき出ているとか、気

になることはありませんか？リフ

ォームしたり解体新築するとき

は、給水管の寿命にも気をつけて

ください。（小林） 

▼４月に町立厚岸病院から水道課

へ異動し、業務係に配属となりま

した植木です。早くも４ヶ月が経

ちましたが、慣れない事務作業や

現場作業も多く日々悪戦苦闘して

いるところです。 


