
佐賀東部　　道企業団水

水道企業団だより

主な内容
●令和2年度水道週間児童図画紹介　　○メーター検針からご請求までの流れ
●令和元年度決算報告　　　　　　　　○非常用給水タンクの設置訓練
●令和3年度水道モニター活動の中止　○引っ越しの連絡はお早めに

水道週間児童図画
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◆令和２年度水道週間児童図画作品の紹介
　水道週間図画募集を管内の小学校20校の５年生の皆さんにお願いしました。総数523点の中から各賞に
選ばれた皆さんをご紹介します。最優秀賞、優秀賞、入選の８作品は、日本水道新聞社の水道週間懸賞に応
募します。
　たくさんのすてきな作品をありがとうございました。

【佳　作】
南川副小　　　竹下　百星 さん
西川副小　　　坂田　美穂 さん
　　　　　　　樋口　綾乃 さん
中川副小　　　岸川　心菜 さん
　　　　　　　千住　風月 さん
西郷小　　　　古川　千歳 さん
　　　　　　　平　結衣花 さん
　　　　　　　福嶋　謙仁 さん
千代田東部小　片江　一海 さん
　　　　　　　北村　凛音 さん
　　　　　　　野中さあこ さん
三田川小　　　古川あかり さん
　　　　　　　足立　凛花 さん
　　　　　　　金丸　優愛 さん
東脊振小　　　多良　結愛 さん
　　　　　　　山口　実希 さん
若基小　　　　酒井　美來 さん
上峰小　　　　山戸こはる さん
　　　　　　　村上　寛仁 さん
　　　　　　　安松　結莉 さん
中原小　　　　末安　楓 さん
　　　　　　　松雪　紗奈 さん
三根東小　　　田北こはる さん
　　　　　　　高栁　乃彩 さん
　　　　　　　　　　　　※順不同

※ 佳作の図画はホームページに掲載
しています。是非ご覧ください。

野中　菜生 さん（東脊振小）高柳　希望 さん（南川副小）

【優秀賞】【最優秀賞】

～～～～～～～～～ 【入　選】～～～～～～～～～

羽根　光基 さん
（若基小）

園田　智菜 さん
（南川副小）

西山　文香 さん
（中原小）

髙尾　早瑛 さん
（西川副小）

松永　捺愛 さん
（三根東小）

島内　　唯 さん
（若基小）

2



佐賀東部　　道企業団水 佐賀東部　　道企業団水

◆メーター検針からご請求までの流れ

①検針業務
　検針員が水道メーターの検針に伺います。
　※検針は２か月に１回行っており、検針月と地区は以下の通りです。
　　奇数月検針： 佐賀市川副町、神埼市神埼町、吉野ヶ里町（三田川地区）、上峰町、
　　　　　　　　みやき町（北茂安地区）
　　偶数月検針： 佐賀市東与賀町、神埼市千代田町、吉野ヶ里町（東脊振地区）、基山町、
　　　　　　　　みやき町（中原地区、三根地区）

②データの確認、再調査期間
　検針データをもとに、使用水量が前年同期または前回検針時と比べ、異常がみられるお
宅の水道メーターを再度検針に伺い、データの確認を行います。

③料金確定日
　使用水量を確定し、お客様の水道料金を計算します。

④納入通知書の発送
　納入通知書を発行し、お客様のもとへ発送します。納入通知書は月末を納付期限とし、
コンビニや金融機関でお支払いできます。

⑤口座振替日
　指定の金融機関に口座振替を登録いただいているお客様は、検針月の下旬に水道料金を
引き落としさせていただきます。

日　付 1 5 10 13 15 27 30

①検針業務（委託）

②データの確認
　再調査期間

③料金確定日 ●
④納入通知書の発送 ●
⑤口座振替日 ●
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分担金
8,196

自己財源
13,669

他会計負担金
3,076

資本的収支
46,942

（単位：万円）
（税込み）

長期貸付金
12,052

収入
33,273

支出
46,942

補償金
9,949

企業債償還金
10,076

建設改良費
36,866

物件費
34,709

支払利息
3,049

減価償却費等
38,717

収益的収支
245,129
（単位：万円）
（税抜き）

水道料金
214,249

収入
243,192

支出
245,129受水費

127,320 人件費
41,334

その他収入
28,943 純損失

1,937

◆令和元年度決算報告
　令和元年度の給水状況は、給水人口113,958人（363人減）、給水戸数44,190戸（599戸増）、有収水量は
10,795,068㎥（174,905㎥減）となっています。
　  経理の状況について、収入は佐賀市諸富町の水道事業の受託を前年度で終えたため受託事業収益が無くなったこと
と給水収益等が減少したことにより、2,431,928,186円（135,125,263円減）となり、対する支出は、鉛給水管更新
費用の増加や佐賀市諸富町水道事業清算金調整額等を特別損失に計上したことにより、2,451,293,298円（51,222,094
円増）となりました。
　　この結果、損益収支は19,365,112円の純損失を計上しています。
　　資本的収支では、用水供給事業からの他会計貸付金償還が前年度で終了したことなどから、収入は332,727,603円

（37,822,983円減）、対する支出は配水管改良費の減などにより469,419,475円（244,352,868円減）となりました。
　　この結果、不足する140,806,872円（翌年度繰越額に係る財源充当額4,115,000円を除く）は、内部留保資金で補
てんしています。

収 益 的 収 支
水道料金等の収入とご家庭に水を
届けるために必要な経費の収支

資 本 的 収 支
水道施設を整備（水道管の入れ替えや新
しい施設の建設）するための経費の収支

業務の状況
令和元年度の佐賀東部水道企業団の業務の状況です。（令和２年３月31日現在）

給水人口　113,958人 給水戸数　44,190戸
昨年から363人減りました。 昨年から599戸増えました。

年間有収水量　10,795,068㎥ １人１日平均有収水量　259ℓ
1年間に送った水のうち、水道料金をいただい
た水の量です。昨年から174,905㎥減りました。

1人1日平均で利用いただいた水の量です。
昨年から4ℓ減りました。

有収率　95.6％ 普及率　94.1％
維持管理用水・消防用水・漏水水量等を除き、
水道料金となった水の割合です。

水道が給水区域内でどれくらい使われている
かの指数です。昨年から0.3％増えました。

⃝給水人口とは　 給水区域内（佐賀市川副町、佐賀市東与賀町、神埼市神埼町、神埼市千代田町、吉野ヶ
里町、基山町、上峰町、みやき町）で水道を使用いただいている人口です。
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◆非常用給水タンクの設置訓練を実施しました

◆令和３年度の水道モニター活動を中止します

　災害等で断水になった際、すばやく給水活動ができるよう令和２年11月に非
常用給水タンクの設置訓練を実施しました。
　この給水タンクの容量は１台1,000ℓ、当企業団で応急給水用に準備してい
る給水袋の容量が６ℓなので、それを基準にすると約160人に給水することが
できます。その間給水車は、補給や他の給水拠点へ向かうことができる、とい
うメリットが給水タンク設置によって生じます。
　訓練では設置に数名の人手がいるものの、短時間で給水が可能であることが
確認できました。
　災害がないに越したことはありませんが、有事の際は、給水タンクを有効活
用して、応急給水できるよう訓練を実施しています。

　現在、全国で新型コロナウイルスの感染者が増え続け、まだまだ予断を許さ
ない状況です。安全安心の水道水を安定的に供給しなければならない水道事業
者として、会議や視察での感染拡大のリスクを低減するために、誠に残念では
ありますが、令和３年度の水道モニターの活動を中止いたします。

組み立てた非常用給水タンク 給水タンクを利用した給水の様子
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企業団職員は 身分証明書 を持っています。
下記の業務で職員が訪問することがありますので、ご協力お願いします。
■ 水道メーターの検針・点検
■ 配管の調査・工事
■ 水道未加入者宅への水道加入のお勧め
■ お客様のお問い合わせ、ご連絡その他必要なとき
■ 水道メーターの取替（８年に一度「計量法」に基づき無料で取替えます）
※検針員、メーターの取替委託業者も身分証明書を持っています。

きれいな川にするため、粉石けんをつかいましょう。

■ 引越しで水道を中止されるとき
■ 新しく水道を使いたい
■ 水道の工事をしたい
■ いつもより使用量が多い
■ 道路から水が出てきている
■ 貯水槽の清掃をするとき

ご連絡ください お　願　い
■ メーター検針にご協力ください
　● 愛犬は、メーターボックスから離してつなぎましょう
　● メーターボックスの上に車や物を置かないでください
　● メーターボックスが泥で埋まらないようにしてください
■ 貴重な水資源を大切にしましょう
■ 水道料金は口座振替をお勧めします

再生紙を
使用して
います

◆転出される時（お電話で）
　①住所・氏名
　② 水栓番号（「使用水量等のお知らせ」の

★マークが水栓番号です）
　③引越し日
　④転出先の住所、電話番号

◆転入される時
　 　新しく入居されましたら、使用開始の申

し込みが必要ですので、お手数ですが下記
の窓口にご連絡ください。

引越しのご連絡はお早めに！
　3月、4月は、引越しのシーズンです。この時期は、企業団の窓口も大変込み合いますので、引越
し日が決まりましたら、お早めにご連絡ください。

営業課（本庁１Ｆ）
　☎0952−30−6212
工務２課（本庁３Ｆ）
　☎0952−30−6202
☆佐賀市川副町
☆佐賀市東与賀町
☆神埼市神埼町
☆神埼市千代田町
☆吉野ヶ里町

〒849−0914　佐賀市兵庫町大字西渕1960−4

三養基営業所（みやき町防災センター別館１Ｆ）
　☎0942−89−2868
☆基山町
☆上峰町
☆みやき町

〒849−0113　三養基郡みやき町大字東尾737−5

お問い合わせ・引越し・漏水等の連絡は下記へお願いします。

白石交差点

大島病院

東尾交差点

三養基営業所
（みやき町防災センター別館１Ｆ）

北茂安
郵便局〒

N

至佐賀 北茂安三田川線 至久留米

至佐賀
34号線

至鳥栖

至
大
和
I.C

N

至
金
立

東
部

環
状
線

本庁
国立
佐賀病院

ゆめタウン
佐賀

佐賀北
警察署佐賀

商業高校

佐
賀
ガ
ス
㈱

戸上電機

文

文

佐 賀 駅

至武雄 至神埼34号線

佐賀市役所

佐賀学園

 編集／発行：佐賀東部水道企業団総務課 〒849−0914　佐賀市兵庫町大字西渕1960−4
 ホームページ　https://sagatsk.or.jp/ TEL 0952−30−6151　FAX 0952−30−6154
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