
　例年、浄水場の見学会を実施して
います。安全で安心な水がどのよう
につくられ、皆さんのご家庭に送ら
れているのか、ぜひご覧ください。

場　所
期　間

時　間
対　象

小金浄水場・常盤平浄水場
随時（要予約）
（土・日曜日、祝日を除く）
９時 30 分～16 時 30 分
小学生を含む団体もしくは
５名以上の団体

※詳しい内容については、お問い合わ
　せください。

　水道部総務課　☎047（341）0430問

「水道のPRポスター」作品募集
　夏休み期間中、給水区域の小学生を対象に、安全で安心な水道水につい
ての理解を深めてもらうため、PRポスターを募集します。

　松戸市水道部では、災害に強い水道を目指して施設の整備を行っ
ていますが、大きな災害が発生すると広い範囲で断水する可能性
があります。また、大規模な震災時には、給水車等による応急給
水まで３日間、水道からの給水には１週間以上かかることも予想さ
れます。日頃から水の備蓄を心掛けましょう。

水道水
八ツ切りの画用紙に標語等の文字を入れてください。
作品裏面に応募用紙を貼り付けて提出してください（応募用
紙は水道部ホームページからダウンロードできます）。
松戸市水道事業運営審議会会長賞（1点）
松戸市水道事業管理者賞（1点）
優秀賞（5点）
※受賞者には、賞状・副賞（図書カード）
　を贈呈します。

7月 21日㈭～ 9月16日㈮
〒270－0027 松戸市二ツ木 2003 の 1  
松戸市水道部 水の PR委員会
11月下旬
個人情報は、本事業運営のみに使用し
ます。ただし、受賞作品については、
水道部ホームページ等で学校名・学年・
氏名を公表します。

　今年も試飲会を開催します。
　つめたく冷やした水道水のおいしさを
実感してください。

※水の持ち帰りはできません。
※渇水のため、中止することがあります。

場　所
期　間

時　間

水道部小金庁舎・常盤平営業所
7月21日㈭～8月31日㈬
（土・日曜日、祝日を除く）
9 時～16 時 30 分

テーマ
応募方法

表彰

応募期間
応募先

発表
個人情報の取り扱い

第4回 松戸市水道事
業運営審議会会長賞
常盤平第一小学校
鵜殿 ゆすらさん
う  どの

第5回

災害に備えて水の準備を！に えて の を！

　災害時には、飲み水以外に
もトイレなど多くの生活用水
が必要となります。水道水を
ため置きし、浴槽等に常に水
を張って備えましょう。

生活用水の備え

【保存方法】
　清潔でフタのできる容器（ペットボト
ルやポリタンクなど）に水を満たし、
空気に触れない状態で直射日光を避け
て涼しい場所に保管しましょう。
【保存期間】
　塩素による殺菌効果が３日程度のた
め、３日過ぎたものは交換してください。

水道事業運営審議会委員を委嘱
　５月３１日に水道事業運営審議会委員の任期
（２年）が満了となり、新たに下記の皆さんを委
員に委嘱しました。
　この審議会は、松戸市水道事業の健全経営の
維持と開かれた事業運営の推進を目指し、受益
者代表ならびに学識経験者の皆さんから幅広く
意見をお聞きする市長の諮問機関です。
　今後の審議会の開催は、市ホームページや広報まつど等でお知らせします。

土岐　　寛（学識経験者）
中澤　卓實（常盤平団地地区受益者代表）
青木　武昭（常盤平地区受益者代表）
伊藤　照清（新松戸地区受益者代表）

大塚　清一（小金地区受益者代表）
川村　絹慧（学識経験者）
後藤　淳子（学識経験者）
土屋　晴行（学識経験者）

会長
副会長
委員

委員

【50音順（委員）敬称略】

飲料水の備え

×× 3日分

【量の目安】1人1日あたり3L×人数×3日分

1人1日3L 世帯人数

1L 1L 1L

小金浄水場：配水ポンプ室

常盤平浄水場：実験の様子

1L

要予約

松戸市水道部キャラクター
「まってぃ～」
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じゃ口から　安心とどけ　未来まで

節水に心掛け、限りある水資源を大切に！



平成28年度予算の概要をお知らせします

漏水修理範囲を変更します安心・安全 松戸の水道水！

水道メーター交換のお知らせ

配水管

道路

水道
メーター

第一
止水栓

漏水

漏水漏水

水質基準項目（抜粋）

放射性物質

※平成23年4月検査開始日より現在まで、放射性セシウムは不検出です。

項目名 基準値 新松戸1-327 給水栓 常盤平1-23 給水栓

項目名 目標値 小金浄水場 常盤平浄水場

放射性セシウム
（セシウム134および137の合計）

10以下 不検出※
検出限界値0.6以下 検出限界値0.6以下

不検出※

単位：Bq/kg

一般細菌

大腸菌

鉛およびその化合物

鉄およびその化合物

マンガンおよびその化合物

濁度

0個/mL

不検出

0.001mg/L未満

0.03mg/L未満

0.001mg/L未満

0.0度

0個/mL

不検出

0.001mg/L未満

0.03mg/L未満

0.001mg/L未満

0.0度

100個/mL以下

検出されないこと

0.01mg/L以下

0.3mg/L以下

0.05mg/L以下

2度 以下
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所有者の修理範囲水道部の修理範囲

道路側 宅地側

第一止水栓が設置されている宅地の修理範囲

水道事業を運営するための予算（収益的収支）

水道施設を造るための予算（資本的収支）

収益的支出
16億2,979万円

収益的収入
16億5,567万円

資本的支出
5億5,320万円

資本的収入
5,403万円

減価償却費
5億4,651万円

水道料金
12億4,600万円

施設を造る事業費
3億6,636万円

その他
2億9,164万円

純利益
2,588万円

北千葉広域水道企業団
からの浄水購入費
3億5,915万円

過去に借り入れた
資金の返済
1億8,684万円

委託料
（水道料金の徴収業務や
浄水場の運転業務など）

2億7,970万円
人件費

1億5,279万円

給水申込納付金
1億743万円

その他
1億782万円長期前受金戻入

1億9,442万円

負担金
5,403万円

支出に対して不足する額
4億9,917万円
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きょう

平成28年4月1日から、第一止水栓が設置してある宅地で発生した漏
水について、修理範囲が変わりましたのでお知らせします（下図参照）。
なお、第一止水栓が設置されていない宅地は、従来通り水道メーター
手前まで水道部が修理を行います。
※第一止水栓とは、円筒状の筺（ボックス）に納められている止め栓です。

○第一止水栓より宅地側で漏水している場合（修理依頼先）
　● 松戸市水道部指定給水装置工事事業者（水道部ホームページに掲載）
　● 　 松戸市上下水道管工事業協同組合
　※第一止水栓より宅地側の漏水修理はお客様の負担となります。
○第一止水栓より道路側で漏水している場合、または判別がつかない場合
　● 水道部まで工事・漏水関係としてお問い合わせください。

＊水道料金のお支払いは便利な口座振替で＊ 水道料金は、納期内に納めましょう！
☎ FAX （日曜日・祝日および年末年始を除く）

水道部では、給水区域内の市民の皆さんに安心して飲んでいただける
水道水を供給するため、水質の検査項目、検査頻度などを定めた「水質
検査計画」を策定し、計画的に水質検査を行っています（水質検査計画
は水道部ホームページで公表しています）。
平成27年度の結果は、水質基準項目、放射性物質のいずれも基準を満

たしています。
以下に検査項目の一部を掲載します。その他の検査結果については、

水道部ホームページ、または行政資料センター、図書館にある松戸市水
道事業概要をご覧ください。

水道部では、お客様の使用水量を適正に計量するため、法律で定める有効期限
8年を迎える水道メーター（量水器）を交換しています。対象メーターをご使用の
お客様には、事前にお知らせを投函しますので、ご協力をお願いします。
交換作業は、水道部の指定業者が行い、10分ほどで終了します。作業に立ち会

う必要はありません。なお、不在の場合でも、敷地内に入らせていただくことにな
りますので、あらかじめご了承ください。

☎047（366）2898問

☎047（341）0430問

身分証明書
所　在　地
会　社　名
氏　　名
生年月日

○○市○○－○－○
○○○○
○○○○
○○○○年○月○日

印発行年月日
有効期限

　 平成○○年月○日
自 平成○○年月○日
至 平成○○年月○日

上記の者は松戸市水道部発注の量水器交換作業に
従事する者である事を証明する。

松戸市水道事業管理者
○ ○  ○ ○

水道部貸与の腕章

水道事業の予算は、水道事業を運営するための予算（上部グラフ：収
益的収支）と水道施設を造るための予算（下部グラフ：資本的収支）に
分かれています。
水道事業を運営するための予算は、納付された水道料金を主な収入と

して、水道施設の減価償却費や浄水（水道用水）の購入、料金徴収業務
などの委託料のほか、人件費などの費用で構成されています。
水道施設を造るための予算として、平成28年度は古くなった配水管や

ろ過機の更新などの支出を見込んでいます。支出に対して不足する額は、
水道事業で蓄えたお金を充てて対応します。
引き続き、人件費などの支出の削減に努め、健全経営に努めていくと

ともに、計画的に老朽施設の更新や耐震化を進めていきます。

● 平日の日中に交換作業を行います。（無料）
● 作業員は、水道部貸与の腕章および身分証明書を携帯します。


