
＊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・祝日・年末年始を除く）

令和3年度予算の概要をお知らせします!

水道事業を運営するための予算(収益的収支 税込み)

収益的支出

16億2,513万円

収益的収入

16億9,037万円

減価償却費
5億5,540万円

 水道料金 
 12億7,700万円

収支差

6,524万円

受水費
(北千葉広域水道企業団から
 購入する水の費用)

3億7,773万円

(新しく水道を引くお客様からの納付金)
給水申込納付金

 1億568万円

委託料
(水道料金の徴収業務や
浄水場の運転業務など)

2億6,301万円

人件費
1億8,074万円

その他
3億769万円

その他
2億4,825万円

   水道事業を運営するための予算として、水道施設の減価償却費や購入する

水の費用、料金徴収業務などの委託料のほか、人件費などの支出を見込んでいます。

水道施設を更新していくための予算(資本的収支 税込み)

資本的支出

7億4,801万円

資本的収入

2,412万円

施設を更新していく事業費
5億4,811万円

(施設を更新していく事業費のうち、一般会計に負担してもらうお金など)

負担金　2,412万円

支出に対して不足する額
7億2,389万円

　水道施設を更新していくための予算として、古くなった配水管や施設の
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
業で蓄えた財源を充てて対応します。

施設を更新していく主な予定(令和3年度)

●導水・配水管の更新

●井戸（小金6号井）の改修工事

●常盤平浄水場の設備の更新工事

1,100万円

1億5,257万円

●小金浄水場の設備の更新工事 2,610万円

2億8,170万円

施設を更新していくために
借り入れた資金の返済

1億9,990万円

※水道水の料金は、令和元年度供給単価を使用
※飲用水の量には個人差があります。
※ペットボトルは、５００ミリリットル・１リットル共
に１本１００円で計算しています。
※１リットル＝１，０００ミリリットル

水道水を飲用して生活したら、どれぐらいお得なの？
松戸市営水道の水道水は、ペットボトルの飲料水に比べて、とてもお得って知っていましたか？

今回は、１カ月の間、１人が水道水を飲用して生活した場合とペットボトルの飲料水を飲用して生活した場合にどれくらい差がでるのか比較しました！

１カ月あたりの差額を出したら、想像していたよりも大きな差が出てびっくりしたよ！！

飲料水を、水道水に変えたら、ペットボトルの排出も減って環境にも優しいね！

みんなも、おいしい水道水を飲んで、お得に生活しよう！

１カ月間

水道水を飲用した場合

合計 約7.5円合計 約7.5円 合計 6,200円合計 6,200円
１カ月あたりの差額

約６，１93円

１カ月あたりの差額

約６，１93円

１カ月間

ペットボトルの飲料水を飲用した場合

５００ミリリットルの水筒×1人×３１日＝１５，５００ミリリットル

１５．５リットル×０．１６1円＝２．５円(小数点以下第二位を四捨五入)

水道水１リットル×１人×３１日＝３１リットル

３１リットル×０．１６１円＝５円(小数点以下第二位を四捨五入)

●外出時

●自　宅

ペットボトル(５００ミリリットル)

１本×１人×３１日×１００円＝３，１００円

ペットボトル(１リットル)

１本×１人×３１日×１００円＝３，１００円

●外出時

●自　宅

生活も　ウイルス予防も　蛇口から
令和3年度　第63回水道週間スローガン

松戸市水道部キャラクター
「まってぃ～」
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　皆さんが安心して飲める水を提供するため、法令に基

づいて定期的に水質検査を行っています。2020年度も水

質基準項目（51項目）、放射性物質、毎日検査項目のすべ

てで基準を満たしていました。

　詳細は、水道部ホームページまたは行政資料センター、

市立図書館で閲覧できる「松戸市水道事業概要」をご覧く

ださい。

水道水は安全です 水道メーター交換のお知らせ
　お客さまの使用水量を適正に計量するため、法律（計量法施行令）で定める有

効期限８年を迎える水道メーター（量水器）を無料で交換しています。

　対象のメーターをご使用のお客さまには、事前にお知らせを投函いたします

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、ご不在の場合でも、敷地内に入らせて

いただきますので、あらかじめご了承ください。

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

　 令和○○年○月○日

自 令和○○年○月○日

至 令和○○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

○ ○  ○ ○

水道部発行の身分証明書

水道メーター

●交換作業は、平日の日中に行います。
  （費用は発生しません）

●対象となる方●対象となる方

①飲料水の備蓄をしましょう

●作業員は水道部貸与の腕章と水道部
  発行の身分証明書を携帯します。

●交換作業の際に、浄水器などの販売を
  することは一切ありません。

※交換時に空気が混入し、交換直後は、水が白く濁

ることがありますが、水質には問題ありません。

水道水でこまめに手洗い！
感染症を予防しましょう感染症を予防しましょう

流水でよく手をぬらした後、石けん
をつけ、手のひらをよくこすります。

手の甲をのばすようにこすります。

指先・爪の間を念入りにこすります。 指の間を洗います。

親指と手のひらをねじり洗いします。 手首も忘れずに洗います。

　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。

「水道水」に関すること

八つ切り画用紙（Ａ３サイズ用紙可）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）。

個人情報は、本事業運営のみに使用します。ただ

し、入選作品については、水道部ホームページ等

で学校名・学年・氏名を公表します。

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、賞状と副賞（図書カード）を贈呈します。

7月16日（金）～ 9月17日（金）消印有効

11 月下旬

〒270－0027　松戸市二ツ木2003番地の1

松戸市水道部　総務課へ

テーマ

応募方法

表　彰

応募方法

発　表

個人情報の
取り扱い

第９回「水道のPRポスター」作品募集

直接持参または郵送で

応募期間

日頃から災害に備えましょう！！

１人１日３リットル×３日分が飲料

水の目安になります。

②生活用水も気にかけましょう

水は飲料水以外にも、トイレや洗濯などの生活

用水がたくさん必要となります！

風呂のお湯も生活用水として

使えるので、貯めておくことが

有効です。

③応急給水にも備えよう！

災害や事故等で断水した場合は、応急給水所で

水をお配りします。ポリタンクをご持参ください。

家族４人の場合・・・

３ℓ×３日×４人＝３６リットルの

水の備蓄が必要になります。

広告 広告

水まわりのことなら何でもご相談ください水まわりのことなら何でもご相談ください

豊富な経験 確かな技術豊富な経験 確かな技術

松戸市上下水道管工事業協同組合松戸市上下水道管工事業協同組合
住所:千葉県松戸市稔台5丁目15番地25

TEL:047-366-2898
FAX:047-369-0866

E-mail  m-jsk@tc4.so-net.ne.jp

住所:千葉県松戸市稔台5丁目15番地25
TEL:047-366-2898
FAX:047-369-0866

E-mail  m-jsk@tc4.so-net.ne.jp

水道部HP

※厚生労働省

  「手洗いポスター」より

水 道 サ ー ビ ス を 未 来 に つ な ぐ水 道 サ ー ビ ス を 未 来 に つ な ぐ

第8回 松戸市水道事業
運営審議会会長賞

小金小学校
後藤　光さん

水道料金・下水道使用料の

支払猶予申請を延長します

　新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金等

の支払いが困難な場合、下記のとおり支払猶予申請を受

け付けております。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大幅

に減少したなど一時的に水道料金・下水道使用料のお支

払いが困難になった方。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大幅

に減少したなど一時的に水道料金・下水道使用料のお支

払いが困難になった方。

●申し込み受付●申し込み受付

　電話で申し込みを受け付けます。　電話で申し込みを受け付けます。

●お問い合わせ先●お問い合わせ先

　お客様センター〔第一環境㈱〕 047－383－2100　お客様センター〔第一環境㈱〕 047－383－2100
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