
　皆さんは、どうして蛇口をひねると水道水が出てくるのか、疑問
に思ったことはありますか？
　その答えは水道水に水圧がかかっているからです。水道水を送る
施設である浄・配水場に配水ポンプがあり、そのポンプで強い圧力
を加えて配水管を通して蛇口まで水を送っています。
　水が多く使われると圧力が開放されて水圧が弱まり、水の出が悪
くなってしまいます。逆に水圧が強すぎても水道管に負担がかかり、

漏水の原因にもなってしまいます。そのため、一定の圧力を保てるよう、微妙な圧力の調節が必
要となります。皆さんが使う量は時間帯や天候によって違うため、水道企業団の職員が24時間
365日、一時も欠かさず配水状況を監視し、コントロールしています。

なぜ蛇口をひねると水が出てくるの？

　スポーツの国際試合（例えば、サッカーワールドカップ）や人気
ドラマの放送中は皆さんテレビに釘付けです。放送が終了すると、
皆さんの向かう先は・・・そう、トイレです。
　そうなると一斉にトイレで水が使われますが、トイレの水が流
れにくくならないように調節しているのは、何を隠そう水道企業
団なんです。
　一斉に水が流れると、その分、水を多く送らなければならないた
め、職員は様々な情報に気を配り、配水をコントロールしています。

人気のテレビ番組が終わった後、
水圧の調節が始まる…

　皆さんはバイオアッセイと
いう言葉をご存知ですか？
　生物を使って検査する装置
のことをバイオアッセイと言
い、水道では、魚を使って水道
水の水質をチェックしていま
す。
　水道企業団では、バイオア
ッセイにヒメダカを使用して
います。ヒメダカは小型で微
量の毒物に即座に反応し、ま
た、睡眠をとらないとも言わ
れているため、24時間水質
を監視できる優れた魚です。
　水質の安全は小さなヒメダ
カによっても守られているん
ですね。

水質を守る小さな立役者

　１年を通して水がよく使われる時期は年末です。大掃除や
洗車等でたくさんの水が使われます。
　一方、水が使われない時期はお盆です。帰省や長期旅行、工
場の休業などが重なることで、水の使用量が減少します。

水がよく使われる時期と
使われない時期

ある一日の配水量

　皆さんが普段使っている水道は、蛇口をひねると水がいつでも出てきます。でも、これって不思議だと思いませ
んか？必要な時に必要なだけ水が出るようにするためには、配水コントロールが必要です。そのコントロールは水
道企業団の職員が行っていて、24時間365日昼も夜も常に配水状況を監視しています。今回は、その配水の仕組
みや豆知識、配水コントロールに携わる職員の一日を紹介します。

実録！
配水配水 24時コントロールコントロール

越谷・松伏水道企業団水道だより（1）

　　  シンボルマーク… 全体は「水」を表し、越谷のKと松伏のMを示し、赤は太陽を意味し、人（地域住民）がすこやかに跳んでいる様子をイメージしています。  　　　「水道だより」は、資源・環境保護のため再生紙を使用しています。
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　越谷・松伏水道企業団は、越谷市と松伏町の 
水道事業を行っている特別地方公共団体です。
　昭和44年（1969年）4月に設立されて以
来、皆さまに安全な水を安定的に供給するよう
努めています。

今号の主な内容

給水人口 369,908人

給水戸数 159,384戸
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水道統計
（平成29年9月1日現在）

松伏町

越谷市

配水コントロール24時

職員のある一日の様子

水質検査について

親子水道教室参加体験記

企業団からのお知らせ
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起床時刻に
合わせて配
水量が増え
始めます。

夕食の片付けやお風呂
などで夜のピークを迎
えます。

夕食の準備などで再
び配水量が増え始め
ます。

朝食の準備などで朝
のピークを迎えます。







９月定例会が９月29日に開かれました。企業長から２議案が提出され、
次の１議案が原案のとおり可決されました。

○越谷・松伏水道企業団職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す
　る条例制定について

また、企業長提出議案「平成２８年度越谷・松伏水道企業団水道事業会
計決算認定について」は、決算特別委員会を設置して継続審査することと
なりました。

９月議会結果報告

物品等入札参加資格審査追加申請を
受け付けます

■問合せ　総務課庶務担当　内線254

■問合せ　
総務課庶務担当  内線259

対象業種　・物品購入      ・印刷製本    ・業務委託(工事関係を除く)
　　　　　・賃貸借業務　・建設資材
申請方法　申請書類を企業団の「総務課　庶務担当」宛に郵送してください。
　　　　　詳しくは、ホームページに掲載している申請の手引きをご覧くだ
　　　　　さい。
受付期間   １１月２0日（月）から12月22日（金）まで

全国コンクールで入選しました！！

長野　茜さん
【越谷市・北陽中２年】
「水と生きる」

６月の水道週間にあわせ
て募集した図画・ポスター
応募作品のうち、長野　茜
さんの作品が全国コンクー
ル（後援：厚生労働省な
ど）で入選しました。

入 選

おめでとうございます！！

各種届け出・お問い合わせ
業務時間：平日の月曜～金曜

午前8時30分から午後5時15分まで

○漏水などの緊急時は業務時間外でもお受
　けします。
○水道の使用開始や使用中止などは企業団
　ホームページからもお申し込みができます。

ホームページ→お客さまへ→各種お申し込み
http://www.koshi-matsu.koshigaya.saitama.jp/

メーターの撤去に関すること
給水装置の所有者の名義が変わるとき
貯水槽の管理や設備が変わるとき

○

○

○

お客さま課いつでも

すぐに 施設課
各種届け出

施設課

配水管理課

お客さま課
水道使用水量に関すること
水道料金に関すること
水道（給水装置）工事に関すること
指定給水装置工事事業者に関すること
道路上などの水漏れに関すること
※宅地内の水漏れについては、指定給水装置工事事業者へご連絡ください。
水質に関すること

○

○

○

○

○

○

いつでもお問い合わせ

水道を使用開始するとき
引っ越しするとき
水道を一時的に使わないとき（家の改装や長期旅行など）
使用者の名義が変わるとき
水道の用途などの変更に関すること

○

○

○

○

○

各種届け出

TEL.
048-960-5660

（直通）

TEL.
048-966-3931

（代表）

5日前まで
越谷松伏
管工事業
協同組合
（委託先）

水道事業ガイドライン業務指標（抜粋）

水道事業ガイドライン業務指標を算出しました

平均残留塩素濃度
（mg/L）

漏水率（％）

直結給水率（％）

水源の水質事故件数
（件）

経常収支比率（％）

給水収益に対する
企業債残高の割合（％）

自己資本構成比率（％）

総収支比率（％）

指標の意味

年間配水量に対する年間漏水量の割合を示すもので、事
業効率を表している

貯水槽等を経由せず、直結給水により給水を受けている
件数の割合を示しており、指標値が高いほど「より良質の
水道水」を給水していることを示している

配水池のうち高度な耐震化がされている割合を表してお
り、数値が高いほど地震に強い施設が多いことを示して
いる

管路の耐震管の割合を表しており、地震災害に対する水
道管路網の安全性、信頼性を表している

経常費用(営業費用＋営業外費用)が経常収益(営業収益
＋営業外収益)によってどの程度賄われているか表してお
り、100％を上回っていれば良好な経営状態といえる

総費用が総収益によってどの程度賄われているかを表し
ており、これが100％未満の場合は、健全な経営とはい
えない

給水収益に対する企業債残高の割合を表しており、この
数値が小さいほうが経営状況が良い

総資本(負債及び資本)に対する自己資本の割合を表して
おり、指標値が高いほど外部資本への依存度が低く、健全
な財政状態であることを示している

１年間における水源の水質事故件数を示すもので、水源
の突発的水質異常のリスクがどれだけあるかを表してい
る

水道水の安全及び塩素臭(カルキ臭)発生に与える影響を
表す指標のひとつ。残留塩素については、給水区域の末
端においても遊離残留塩素濃度0.1mg/L以上(結合残
留塩素の場合0.4mg/L以上)を満たすことが必要とされ
ている

指標値
28年度 27年度 26年度

配水池耐震施設率（％）

管路の耐震管率（％）

有収率（％） 有収水量の年間の配水量に対する割合を示しており、こ
の値が高いほど施設の効率性がよいことを示している

安全で良質な水（水質の監視・管理や適切な浄水処理、管路の維持管理等の指標）

主な指標
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安定した水の供給（災害等への危機管理や水道施設の強靭性、ライフラインとして
の信頼性等の指標）

健全な事業経営（効率性、経済性を考慮した業務運営や水道サービスの持続性の確
保等の指標）
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「水道事業ガイドライン」に基づき、平成28年度の業務指標を算出しました。
この指標は、水道事業の事業活動全般を分析・評価するためのもので、水道
事業の定量化による水道サービス水準の向上のために制定されたものです。
水道サービスの目的を達成し、サービス水準の向上を図るために「安全で良
質な水」、「安定した水の供給」、「健全な事業経営」の3つの目標からなる
119項目の指標が設定されています。水道企業団ではこれらの業務指標を
毎年公表して事業経営の透明性を確保し、効率的な経営とサービスの向上に
努めています。
●安全で良質な水：水道水の安全性をより一層高め、良質な水道水を
　供給する。
「平均残留塩素濃度」＊1は0.4％で水道法で定められた残留塩素濃度を
確保しながら、塩素臭の発生の減少に努めています。また、「水源の水質事故
件数」＊2は、0件であり、水源の水質に汚染がなかったことを示しています。
当企業団では水源から蛇口に至るまで、厳しく水質を管理しており、すべて
の水質基準に適合した安全な水道水をお届けしています。
今後も適切な水質管理に努め、安心・安全な水道水を提供していきます。

●安定した水の供給：いつでもどこでも安定的に水道水を供給する。
「有収率」＊3は97.3％で、一般的に100％に近いほどよいとされており、
全国平均と比べても非常に高い値となっています。
また、水道管のうち地震に強い耐震管が占める割合である「管路の耐震管
率」＊4は46.5％で、全国的に見ても高い水準となっています。
首都直下型地震の発生が想定される中、引き続き計画的な水道施設の耐

震化・更新を進め、災害に強い水道の構築に努めます。
●健全な事業経営：健全かつ安定的な事業経営を継続する。
財務状況に関する指標については、「経常収支比率」＊5、「総収支比率」

＊6が100％を超えており、給水収益が減少傾向にある中でも、収益的収支
において利益が確保されていることを示しています。また、「給水収益に対す
る企業債残高の割合」＊7は、年々減少し続けているなど、財政の健全化への
取り組みの結果が反映されています。
今後も引き続き健全な財政状況の維持に尽力していきます。

※ガイドラインは公益社団法人日本水道協会が平成１７年１月に全国統一規格として制定し、
平成２８年３月に改正したものです。今回から改正後の指標値を用いており、ハイフン表記
の指標値は改正前の指標値により比較ができないものです。　
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上下水道料金は、【納入期限内】に納めましょう。 次号は平成30年1月15日（月）発行予定です。


