
　上下水道は、健康で文化的な日常生活を支える最も重要な施設の一つで、社会
的・経済的な活動を行う上で欠かせないものです。
　そこで、毎年８月１日から７日までの「水の週間」に合わせ、限りある資源である
水を大切に使用し、有効活用を図るとともに、上下水道の役割に対する理解を深め
ることを呼びかける内容のポスターを市内小中学校の児童・生徒から募集しまし
た。
　今回その入賞作品をご紹介します。

水の週間ポスターコンクール水の週間ポスターコンクール

ポスターコンクール入賞作品

平成
27年度

佐倉小学校 ５年
鈴木 美帆さん

間野台小学校 ６年
土井 勇輝さん

西志津小学校 ６年
德永 沙音さん

佐倉小学校 ４年
柴田 奈津さん

間野台小学校 ４年
竹森 美月さん

王子台小学校 ５年
福富 桃子さん

青菅小学校 ６年
宮本 大地さん

王子台小学校 ５年
木村 聡冶さん

西志津小学校 ６年
藤森 啓輔さん

間野台小学校 ６年
小野 昴さん

西志津中学校 ３年
近藤 瑞樹さん

王子台小学校 ６年
梶山 出海さん

佐倉東中学校 ２年
土屋 優紀子さん

白銀小学校 ５年
關田 優莉さん

たくさんの
ご応募
ありがとう
ございました！！
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佐倉小学校 ５年　宮地 悠登さん

最優秀賞最優秀賞最優秀賞

印南小学校 ４年
齋藤 昊さん
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※１ 長期前受金戻入は、補助金や寄贈により取得した水道管などを収益としていくもの
　　です。
※２ 不足額は、損益勘定留保資金（施設の建設や更新のために用意している現金）などで補
　　います。

はじめての決算　下水道事業は特に厳しい！？
　下水道事業は平成26年４月に地方公営企業法を適用し、これまでの現金会計から水道事業と同様に公営企業会計へと移行して初めての決
算を行いました。収益的収支の表を見ていただくと、全体ではかろうじて黒字となっておりますが、減価償却費を含めた費用と、下水道使用料を
比べると、使用料が大幅に少ないことがわかりました（「下水道使用料」＜「下水道処理費・人件費等」＋「減価償却費」）。これは現在の料金体系
では老朽化施設の更新費用が捻出できていないことを表しており、今後費用と収益のバランスを見直す必要があるものと考えられます。

平成２6年度 水道事業・下水道事業会計 決算状況について平成２6年度 水道事業・下水道事業会計 決算状況について平成２6年度 水道事業・下水道事業会計 決算状況について

平成26年度 水道事業 決算の概要

収益的収支（事業の運営・管理に関する収支の状況）※表示は税抜金額 収益的収支（事業の運営・管理に関する収支の状況）※表示は税抜金額

収益
37億5,476万円

費用
33億3,347万円

水道料金 32億552万円

その他収入 2億3,701万円

受水費・人件費等の営業費用
21億8,803万円

減価償却費
10億6,488万円

純利益 4億2,129万円

借入金利息の支払等 8,056万円

長期前受金戻入※1 3億1,223万円

資本的収支（施設の建設や改良のための収支）※表示は税込金額

支出
9億8,513万円

老朽管更新工事、
浄水場施設等改修工事等の費用

7億2,096万円

投資 1億7,098万円

借入金元金の返済 9,319万円

収入
6,798万円

不足額※2  9億1,715万円

工事負担金 6,798万円

平成26年度 下水道事業 決算の概要

受水費
印旛郡市広域市町村圏
事務組合からの水の購
入費
70円（36％）

委託料
料金収納や施設維持管
理等の委託料
18円（9％）

減価償却費
水道管や施設の年間価
値減少分
63円（32％）

支払利息
施設整備のための借入
金利息
3円（2％）

人件費
職員の給料等
17円（9％）

その他
12円（6％）

動力費
浄水場等の運転に係る
電気代
11円（6％）

佐倉市では水道水1㎥をお届けするのに194円かかっています
※表示は税抜金額

※1㎥（1000ℓ）＝500㎖ペットボトル×2,000本
※表示は税抜金額

※1㎥（1000ℓ）＝500㎖ペットボトル×2,000本

※３ 長期前受金戻入は、補助金や寄贈により取得した下水道管などを収益としていくもの
　　です。
※４ 不足額は、損益勘定留保資金（施設の建設や更新のために用意している現金）などで補
　　います。

収益
31億2,179万円

下水道使用料 17億9,489万円

その他収入 2億99万円

長期前受金戻入※3

11億2,591万円

費用
29億8,494万円

下水の処理費・人件費
12億3,196万円

減価償却費16億627万円

純利益 1億3,685万円

借入金利息の支払等 1億4,671万円

資本的収支（施設の建設や改良のための収支）※表示は税込金額

支出
13億2,467万円

排水管布設工事、
老朽管更新工事等の費用

9億2,693万円

借入金元金の返済 3億9,774万円

国県支出金 1億1,974万円

出資金 2億839万円企業債 2億5,600万円

収入
6億4,163万円

不足額※4  6億8,304万円

工事負担金 5,750万円

佐倉市では汚水1㎥を処理するために137円かかっています

委託料
施設維持管理等の
委託料
3円（2％）

人件費
職員の給料等
5円（4％）

動力費
ポンプ場の運転に
係る電気代
1円（1％）

支払利息
施設整備のための
借入金利息
5円（3％）

修繕費
施設の修繕料
1円（1％）

その他
7円（5％）

減価償却費
下水道管や施設の
年間価値減少分
66円（48％）

印旛沼流域
下水道負担金
花見川終末処理場での
処理費用
49円（36％）
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水道水中の
放射性物質について

　平成26年度は、下水道事業に地方公営企業法を適用し経営状況
を把握したり、上下水道の組織統合による事務事業の効率化を図り
ました。
　この結果、水道事業は約4億円、下水道事業は約1億円の黒字となり
ました。しかしながら、主な収入源である上下水道料金は、人口減少や
洗濯機・トイレなどの節水機器の普及や節水意識の高まりによる水の
使用量の減少傾向に連動して、年々減少しています。一方で水をつくる
費用（経常費用）、下水の処理費用等は増加しています。（グラフ参照）
　収入が減少し費用が増加する状況の中で、生活に必要な上下水道
サービスを継続的に提供していくために、多くの老朽施設の更新費
用が増加することが見込まれており、今後、経営環境は、一層厳しさ
を増すものと考えられます。

　上下水道部では、市内３か所の浄水場で採取した水道水中の放射性物質測定を継続し、
結果をホームページで公表しています。

　平成27年9月17日現在、放射性セシウム及び放射性ヨウ素は検出されておりません。
引き続き定期測定を実施し、皆様に安心してご使用いただけるよう努めてまいります。

上下水道料金は
高いのか？

平成26年度決算の概要

水道料金収入と費用（経常費用）※1の推移

※1  ここでの費用は水を浄水してみなさんのご家庭に届けるまでの費用（経常費
　　用）を表しています。

下水道処理費用※2の推移

※2  下水道の費用のうち汚れた水を処理する費用
下水道の費用の主なものは、汚れた水を浄化するための処理費用です。佐倉
市は下水の処理を千葉県が管理する印旛沼流域下水道に委託し、花見川終末
処理場で処理しています。そして、その費用を千葉県に支払っています。
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（グラフはいずれも税抜。単位：千円）

費用（経常費用）

●佐倉市の上下水道料金は高いのでしょうか？
　総務省統計局の家計調査のデータを見ると、平成26年
の１世帯当たりの平均人数は2.41人でした。
　この平均人数に佐倉市の１人当たりの家庭用の１日平均使
用水量をかけると、１世帯あたり月平均で約17㎥となります。
　この水量をもとに上下水道料金を計算しますと、4,573
円（口径20mm）です。そのうち水道料金は3,024円、下水
道使用料は1,549円です。
　ちなみに同じ調査の中でガス代の平均は4,972円、電気
代の平均は9,472円でした。

●では、県内の上下水道と比べたらどうでしょうか？
　この水量で水道料金を見ますと、県内41事業体の中で
高い方から安い方に並べた場合、佐倉市は28番目、下水
道使用料は県内34事業体の中で高い方から安い方に並
べた場合、33番目です。

●最後にペットボトルの水は
　どうでしょう？
　自動販売機に入っている清涼飲料
メーカーの水の場合は500㎖で140
円として、同じ量の水道水ですと0.09
円です。

備えていますか？
　9月1日は防災の日でした。災害は台風、地
震など様々な形で襲ってきます。
　佐倉市上下水道部では１人１日３ℓの水を３
日分は備蓄しておくことをお勧めしています。

濁り水について
　水圧や水の流れが変わったときに、水道管内部に付着していた鉄分・マ
ンガン分がはがれて流れることがあります。これが赤っぽい濁り水の原因で
す。近くで火事のあったときや皆さんが一斉に洗濯したときなどは濁り水
が出やすくなります。濁り水が出た場合には、佐倉市上下水道お客様セン
ター（☎486-1555）までご連絡ください。
　なお、白っぽい濁りは細かい空気の泡です。しばらく置いておくと透明に
なります。　

水道のメーターボックスについて
　水道メーターは上下水道の使用量をはかり、
料金算定のもととなる大切なものです。水道メーターやメーターボックス
の設置の際には、次のことに注意してください。

■検針しやすい位置に設置してください
　新築などでメーターボックスを設置する場合には、車が上に載り、破損の
可能性のある駐車場などを避け、検針しやすい位置に設置しましょう。ま
た、メーターボックスの上には、ものをのせないでください。



●上下水道部（事業管理課、給水課、施設課）へのお問い合わせは　ホームページ http://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/10-1-0-0-0_12.html
　TEL043（485）1191　FAX043（485）1194　　 suidou@city.sakura.lg.jp
●上下水道部（下水道課）へのお問い合わせは　　ホームページ http://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/10-2-0-0-0_1.html
　TEL043（484）6158　FAX043（486）2505　　 gesuido@city.sakura.lg.jp

みなさんは、蛇口の水をそのまま飲みますか？
　佐倉市の水道水は、法律で義務付けられている水質基準51項目をはじ
め、数多くの基準をクリアした水です。（平成26年度のくわしい検査結果に
ついてはホームページに掲載しています。）

　現在、進めている上下水道ビジョン策定作業の中でアンケートを行いまし
たが、その中で水道水をそのまま飲まない1番の理由は「なんとなく」で
した。
　２番目の理由が「味」、３番目が「におい」というものでしたので、まだまだ
努力は必要ですが、おいしく飲むための「コツ」をこの記事を読んでいただ
いているあなたにだけお教えします。

　水のおいしさには「水温」が関係します。水道水よりもペットボトルの水が
おいしく感じられるのは、この水温も要
因の一つです。水道水を少し冷やして
飲んでいただくと、そのまま飲むよりお
いしく感じられるかと思います。ぜひお
試しください。

　本紙６月１日号でもお伝えし
ましたが、佐倉市の公共下水道
は、汚水と雨水を別に処理する
「分流式下水道」として整備し
ています。汚水と雨水を一緒に
流すことはできません。

　雨の日には、晴れの日に比べ
ると2倍以上の汚水が終末処
理場に流れ込むことがあります
が、その処理費用は皆さんから
いただいている下水道使用料
で賄われます。 宅地内の雨水
が、誤って汚水管に接続されて
いると、各家庭からの汚水が流
れにくくなったり、逆流したり
することがあります。

　家の屋根や庭に降った雨水
が誤って「汚水管」に接続され
ていませんか？宅地内の雨水
が誤って汚水管に接続されて
いないか確認し、誤って接続さ
れていた場合は早急に改善し
てください。

宅地内の雨水を汚水管に流していませんか？

安心・安全な水をお届けしています

水道水をそのまま飲まない理由は？

無回答
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その他・無回答
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