
＊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！
問お客様センター☎047－383－2100　FAX047－383－2104　　営業時間８時30分～17時（日曜・祝日および年末年始を除く）

第81号
2021（令和3）年冬号

URL
松戸市水道部キャラクター

「まってぃ～」

松戸市二ツ木2003番地の1

https://www.city.matsudo.chiba.jp/suidou/
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千葉県平均3,597円
（２カ月分の料金）

千葉県平均6,100円
（２カ月分の料金）
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千葉県内水道事業者の水道料金（口径13ｍｍで２カ月20㎥使用した場合） 千葉県内水道事業者の水道料金（口径20ｍｍで２カ月30㎥使用した場合）

松戸市営水道2,002円
（２カ月分の料金）

松戸市営水道3,762円
（２カ月分の料金）

県営水道
給水区域

常盤平地区

市営水道
給水区域

…市営の
　浄配水場

小金地区

千葉県内 41 事業者の水道料金（量水器の口径 13mm で２カ月に 20㎥、20mm で２カ月に 30㎥使用した場合）を比べたものです。

この条件で比較すると市営水道の料金は、千葉県内でもっとも安い料金となっています。

市営水道（小金地区・常盤平地区）の料金は高いの？安いの？

松戸市水道事業は、小規模事業体ながら安価な料金を維持しています !
右の表を見ると、松戸市の市営水道

の給水人口は少ないんだね！

他の近隣市は市全域に給水している

から、給水人口に大きな差が出てい

るんだよ！

左の地図を見てね！市営水道給水区域は地区が２つに分かれ 

ているんだ！これらの地区が離れていなければ、より少ない 

施設や水道管でもっと効率よく給水できるんだけど…

浄水場や老朽管の更新と耐震化を進めていくのに毎年何億円も掛かってしまうんだ。施

設や水道管の更新時期を一斉に迎えるため、今後も多くの支出が見込まれているんだよ。

でも給水人口が少なく、水需要も低迷している中で、その財源となる水道料金収入を確

保していくことが年々厳しくなってきているんだ！

そんな状況でも、できる限り現行料金を維持していきたいと考えているところなんだ！

近隣の水道事業における給水人口
 （令和元年度末時点）

松戸市
市営水道 79,212人

県営水道 378,976人

柏市 408,024人

流山市 196,031人

野田市 149,926人

我孫子市 123,742人

業務量

項目 令和元年度 平成30年度 増減

給水人口（人） 79,212 78,902 310

給水戸数（戸） 40,099 39,828 271

※有収水量（㎥） 7,126,608 7,189,419 △62,811

　給水人口と給水戸数は、平成30年度より微増となりました。しかし、

水の売り上げとなる有収水量は微減しました。少子高齢化や節水機

器の普及、ライフスタイルの変化などにより、有収水量の減少傾向

は続いていくと考えられます。 ※皆さんが使用した水量

資本的収支（税込）水道施設を整備するための収入と支出 （単位：千円）

区分 令和元年度 平成30年度 増減

資本的収入 28,913 63,040 △34,127

資本的支出 433,855 614,709 △180,854

収支差引額 △404,942 △551,669 146,727

　老朽化した水道管や施設などを優先順位の高いものから計画的に

更新しています。令和元年度には、水道管の更新工事や井戸の改修

を行いました。収支不足額については、企業内に蓄えたお金で補い

ました。

収益的収支（税抜）水道事業を運営するための収入と支出 （単位：千円）

区分 令和元年度 平成30年度 増減

収益的収入 1,543,050 1,597,615 △54,565

うち水の売り上げ 1,146,951 1,164,233 △17,282

収益的支出 1,514,168 1,520,213 △6,045

純利益 28,882 77,402 △48,520

　収入の減少は、給水申込納付金および水の売り上げなどの減少に

よるものです。支出の減少は、修繕費や資産減耗費などの減少によ

るものです。有収水量の減少傾向に伴い水の売り上げは減少してお

りますが、令和元年度の収支は純利益（黒字）となりました。

令和元年度経営状況についてお知らせします

水の売り上げ
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　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、これに関連した不
審な電話や訪問などが報告されています。

　例： 水道業者を名乗る人物が水道管にウイルスが付着し
ており、除去に費用が掛かると金銭を要求する

　市営水道は法令に基づき適切に塩素処理をした安全安心
な水道水をお送りしています。水道水から新型コロナウイ
ルスに感染することはないと考えられます。要求には応じないよう注意を
お願いします。
　また、市営水道からそのような連絡や訪問、業者への依頼をすることは
ありません。
　不審な電話や訪問などでは、住所や家族構成など個人情報も聞き出そう
とすることもあるため、回答しないように注意をお願いします。

新型コロナウイルスに関連した不審な電話や訪問などにご注意

悪質な水道修理業者にご注意を!!

水道サービスを未来につなぐ

広 

告

水道料金・下水道使用料の

支払猶予申請を新たに受付けます

水道水でこまめに手洗い!

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指の間を洗います

流水でよく手を濡らした後、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

※厚生労働省「手洗いポスター」より

感染症を
予防しましょう

トイレや台所の水回りの修理で高額な費用を要求する

　家庭に配布されたチラシ、スマートフォンやパソコンの
ホームページを見て修理を依頼したお客さまに対し、依頼
した以外の作業を行い、高額な請求をする、また、部品交
換で修理できる内容にもかかわらず、「古いから部品がな
い」などの言い回しで本体の交換を勧誘する、などの悪質
な水道修理業者が見受けられますので注意しましょう。

「漏水調査」と偽って宅地内に入り、故意に漏水を発生
させて修理代金を要求する

　市営水道では、突然個人の宅地内に入り漏水調査を行うことはありませ
ん。漏水調査を行う際は、事前に連絡をしたうえで行っており、この調査
で金銭を要求することはありません。また、調査員は市営水道が発行する
身分証明書を携帯しておりますので、提示を求めるか、少しでも不審に思
ったら、水道部工務課までお問い合わせください。

宅地内の水道管の洗浄の必要性を説明し、洗浄後、金銭を要求する

　市営水道では、宅内の水道管の洗浄は行っておりません。市から依頼さ
れたと称した場合は、市営水道が発行する身分証明書の提示を求めるか、少
しでも不審を感じたときは、すぐに水道部工務課までお問い合わせください。

言葉巧みに高額な浄水器の設置を勧め、販売あるいは貸し出しを行い、
金銭を要求する

　市営水道では浄水器の販売は行っておりません。市営水道は、適切に水
質検査を行った安全で良質な水道水を供給しており、通常の使い方では健
康に問題ありません。少しでも不審を感じたときは、すぐに水道部総務課
までお問い合わせください。
 問水道部総務課・工務課☎341－0430

　審議会は、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、受益者代表や学識経験者の皆さんから幅広く意見を聞く諮問機関

です。

任期　2020（令和２）年６月１日～ 2022（令和４）年５月 31日

審議会メンバー〔委員は五十音順、敬称略〕

会　長　土岐　寛（学識経験者）

副会長　嶋根　孝一（小金地区受益者代表）

委　員　青木　武昭（常盤平地区受益者代表）

　　　　大木　賢（常盤平団地地区受益者代表）

　　　　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）

　　　　渡辺　秀子（新松戸地区受益者代表）

　寒い日が続くと水道管が凍結しやすくなります。凍結した場合、水が出なく
なるだけでなく、水道管が破裂して漏水することがあります。修理には時間や
費用がかかりますので、早めの対策をお願いします。

凍結しやすい水道管
　・むき出しになっている（保温処置されていない）
　・北向きになっている
　・風当たりの強いところにある

凍結対策
　①水道管に保温材を巻く（古い毛布やタオルでも代用できます）
　②保温材が濡れないようビニールテープなどを巻く

凍結してしまった場合
　・ 凍結している箇所にタオルなどをかぶせ、ぬるま湯をかけて

じっくりと溶かす
　　※ 熱湯は絶対にかけないでください。水道管や設備が壊れた

り、やけどをする恐れがあります。
　・ 自然解凍を待つ
　　※ 凍結した蛇口は、むやみに回さないでください。蛇口内のパッキンなどの部

品が損傷する恐れがあります。

漏水してしまった場合について
　・止水栓を閉める（水道メーター BOX 内にあります。）
　・下記（凍結対策の相談）の水道業者に修理を依頼してください

凍結対策の相談
　・市営水道が指定する指定給水装置工事事業者に相談してください
　　※ 水道部ホームページに掲載している他、松戸市上下水道管工事業協同

組合（☎366－2898）でも紹介しています。

2020（令和２）年４月１日に八ッ場

ダム（群馬県）が完成し、運用が始ま

りました。八ッ場ダムの水は北千葉浄

水場で浄水され、松戸市営水道給水区

域の皆様に水道水として送られます。

今後はさらに渇水や災害に強い水道と

なることが期待されます。

水道事業運営審議会を
11月19日に開催しました

水道管の凍結対策はお早めに！

八ッ場ダムが完成しました

保温材

ビニール

テープ

　新型コロナウイルス感染者数が増加傾向にあるなど、今後も水道料金等

の支払が困難な方がいることが想定されることから、2021（令和３）年 

１月以降につきましても、下記のとおり支払猶予を行います。

⃝対象となる方　　 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　　電話で申し込みを受付けます

⃝猶予期間　　　　申請日から最長６カ月間

⃝猶予の決定　　　猶予決定通知書をご本人へ通知します

⃝お問い合わせ先　お客様センター（第一環境㈱）☎383－2100


