
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。

使用料金算定表（1か月あたり・税抜） ※種別は一般汚水
現　　　行 改　定　後

汚水量 基本料金 超過料金（1㎥につき）基本料金 超過料金（1㎥につき）
10㎥まで

800円

－

850円

－
10㎥超から20㎥分 90円 100円
20㎥超から30㎥分 100円 110円
30㎥超から50㎥分 130円 140円
50㎥超分 170円 180円

越谷・松伏水道企業団水道だより 7月号（１）
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越谷・松伏水道企業団の
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１面 ＰＲキャラクター大募集
水道フェアを開催します

２面 ＰＲキャラクター
募集要項

３面 耐震型緊急用貯水槽
　　　　　　確認MAP
ご家庭での水対策
防災フェスに出展しました

４面 企業団からのお知らせ

水道統計
（平成30年6月1日現在）

給水人口 371,270人

給水戸数 161,254戸

松伏町

越谷市

今号の主な内容

開催日時：平成30年8月4日（土）午前10時～午後4時
会　　場：イオンレイクタウンmori１階
　　　　　①噴水広場周辺
　　　　　②花の広場周辺
　　　　　（埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1）
内　　容：①水を使ったワークショップ・
　　　　　　サイエンスショー・啓発品配布等
　　　　　②水道図画・ポスターコンクール
　　　　　　作品展示（8月1日（水）～8月5日（日））
協力団体：埼玉県企業局

越谷市科学技術体験センター
越谷松伏管工事業協同組合

（一財）埼玉水道サービス公社
問 合 せ：総務課庶務担当
　　　　　TEL 048-966-3931 内線259

企業団は平成31年４月に設立50周年を迎
えることから、今年の「水道フェア」は記念事
業としてイオンレイクタウンで開催します。

広く水道に関心を持っていただけるよう楽
しみながら水道を学べるイベントを行います
ので、ぜひご来場ください。

項　　　目 件　数
情報公開請求 4件
保有個人情報の開示・訂正請求 0件
保有個人情報の目的外利用等の届出 7件
個人情報取扱事務の開始・変更・廃止 0件
審査請求 0件

越谷・松伏水道企業団水道だより 7月号 （4）

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10月15日（月）発行予定です。

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込みができます。

水道メーターを交換します

8月1日から松伏町下水道使用料が改定されます

大口径水道管の更新・耐震工事を実施します

平成31・32年度建設工事請負等入札参加資格申請を受け付けます

貯水槽水道の適切な管理のお願い

情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況

6月議会結果報告

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

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）

給水装置の所有者の名義が変わるとき

5日前まで

いつでも

すぐに

いつでも

施設課

お客さま課

越谷松伏
管工事業
協同組合

配水管理課

TEL.048-966-3931（代表）

TEL.048-966-3932（直通）

TEL.048-960-5660（直通）

貯水槽の管理や設備が変わるとき
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情報に関すること
※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

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

水道使用水量に関すること いつでも（一財）埼玉水道
サービス公社 TEL.048-966-3933（直通）

水道料金に関すること
メーターの撤去に関すること

お客さま課検針担当
TEL.048-966-3932（直通）問合せ

問合せ 総務課庶務担当　内線255

水道料金等の集金を装った詐欺に注意！水道料金等の集金を装った詐欺に注意！

問合せ 施設課工務担当　内線204

問合せ 総務課庶務担当　内線255

松伏町まちづくり整備課下水道担当
TEL.048-991-1844（直通）

問合せ

PRキャラクター

大募集

詳細は2面に掲載
応募締切
平成30年8月31日（金）※必着

設立50周年
記念

水道フェア
設立50周年記念

を開催します

水道メーターは、計量法により有効期限が８年と定められており、企
業団では有効期限満了をむかえる１年前に交換を行っています。

交換に該当する場合は、事前に検針時の「水
道ご使用量等のお知らせ」及び担当の委託業者
が「交換に関する案内文」を配布致しますので
ご確認ください。また、交換後は「水道メーター
交換完了のお知らせ」をお渡しします。
○交換期間：平成30年７月から平成31年２月まで
○交換費用：無料
○交換業者：企業団が委託した業者
○交換時間：メーター１台あたり10分程度

 企業団からのお願い
・メーターボックスの中は清潔にし、周りには物を置かないでください。
・犬は離れたところにつないでください。
・企業団が委託した業者は「身分証明書」を携帯しています。

貯水槽を設置している建物では、貯水槽から各家庭の蛇口までを総称
して「貯水槽水道」と言います。

貯水槽水道には、停電時や配水管に事故が発生したときでも、貯水槽
内に一定の水道水が確保されています。しかし、適切に管理を行わない
と、きれいな水も汚れてしまいます。

水道を安心してご利用いただくために、日ごろから点検・管理が大切です。

貯水槽水道は設置者が適正に管理しましょう
貯水槽の有効容量が10㎥を超える場合は、

水道法により設置者が管理することとなって
います。また、１年に１回、厚生労働大臣の
登録を受けた検査機関に依頼して検査を受け
なければなりません。

有効容量10㎥以下の貯水槽についても、
設置者が10㎥を超える場合に準じて点検・
検査を行い、適正に管理してください。

企業団では、貯水槽が不要な「３階建て建物への直結直圧式給水方式」
や「直結増圧式給水方式」によるフレッシュ給水を促進しています。詳
しくは企業団へお問い合わせください。

問
合
せ

○貯水槽の設置者変更・廃止等について
　　　　　　　　　施設課給水装置担当　内線248
○貯水槽の衛生管理について
　【越谷市内】越谷市保健所　生活衛生課
　　　　　　　　　TEL.048-973-7532
　【松伏町内】春日部保健所　生活衛生・薬事担当
　　　　　　　　　TEL.048-737-2133

企業団では大口径水道管の更新工事
を実施します。地震等の災害に備え、耐
震性に優れた管を採用し水道管の強靭
化に努めます。
○工 事 名：築比地浄水場系基幹管路

更新工事（第２工区）
○工事場所：松伏町金杉地内
○工事期間：平成30年7月中旬～平成

32年３月中旬（予定）
工事期間中は住民の皆様の安全を考慮し、一時的に通行止め等を行う

箇所があります。工事看板等によりご案内しますので、ご理解・ご協力
をお願いします。

埼玉県電子入札共同システムを利用している全自治体共同で、平成
31・32年度建設工事請負等入札参加資格申請を受け付けます。

○申請対象業務：建設工事等（建設工事、設計・調査・測量、土木施設維
　　　　　　　持管理）

○資格有効期間：平成31年4月1日から平成33年3月31日まで
※申請期間・必要書類等、詳細は8月上旬に埼玉県及び企業団のホーム

ページでご案内します。

詐欺被害の情報がありました。企業団では訪問集金は行っておりません。
不審な者の訪問や電話などがあったら、当企業団にお問い合わせいただ

くか、お近くの警察署（生活安全課）へご相談ください。
【越谷警察署】TEL.048-964-0110　【吉川警察署】TEL.048-958-0110

６月定例会が６月29日に開かれ、
議長に武藤　智氏が、副議長に川上
力氏が選ばれました。

企業長から次の議案が提出され、
原案のとおり可決されました。
○越谷・松伏水道企業団監査委員の選任につき同意を求めることについて

また、水道企業団議会における越谷市議会及び松伏町議会選出議員の
一部辞職に伴い、新たな水道企業団議会の議員が選出されましたので、
改めて全議員を紹介します。

◎　 武　藤　　　智　　 浅　古　高　志　　 松　岡　高　志
○　 川　上　　　力　　 細　川　　　威　　 福　田　　　晃
　　 宮　川　雅　之　　 大　野　保　司　　 清　田　巳喜男
　　 鈴　木　　　勉　　 菊　地　貴　光　　 橋　詰　昌　児
　　 岡　野　英　美　　 竹　内　栄　治　　 伊　藤　　　治

（◎：議長、○：副議長） 平成30年６月29日現在　（議席順　敬称略）

越谷・松伏水道企業団情報公開条例および個人情報保護条例の規定に
基づき、平成29年度の実施状況について公表します。　

松伏町では、平成29年8月に松伏町下水道事業審議会へ適正な下水道
使用料について諮問し、答申に基づき平成30年3月松伏町議会を経て、8
月1日から下水道使用料を下記の通り改定することになりました。 副議長　川上　力氏議長　武藤　智氏

－10月検針（請求）分から新料金適用－
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❶
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大間野小学校❺ 川柳公園

出羽公園
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レイクタウンスポーツ公園南部浄水場❸
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手動ポンプ

給水スタンド
配水管

緊急遮断弁

耐震型緊急用貯水槽給水口

●耐震型緊急用貯水槽
（100㎥23基＝合計2,300㎥）

設置場所名 所在地
❶蒲生南小学校 越谷市南町1-8-1
❷大袋東小学校 　〃　袋山1750
❸越谷総合公園 　〃　増林3-1
❹大杉公園 　〃　大杉518
❺大間野小学校 　〃　大間野町2-115
❻北越谷小学校 　〃　北越谷3-10-38
❼平方小学校 　〃　平方2784
❽千間台小学校 　〃　千間台西5-4
❾栄進中学校 　〃　大沢659-1
越谷市中央市民会館 　〃　越ヶ谷4-1-1
大相模中学校 　〃　相模町3-165
宮本小学校 　〃　宮本町5-85
松伏会館 松伏町田中3-19-3
川柳公園 越谷市川柳町4-15-1
東越谷第二公園 　〃　東越谷3-14
出羽公園 　〃　七左町4-222
南越谷第一公園 　〃　南越谷5-21
埼玉県立大学 　〃　三野宮820
しらこばと運動公園 　〃　砂原39
鷺高第二公園 　〃　東大沢3-3
千間台第一公園 　〃　千間台東1-14
レイクタウンスポーツ公園 　〃　レイクタウン5-10
レイクタウン第八公園 　〃　レイクタウン7-6

●浄・配水場
浄・配水場名 所在地

❶築比地浄水場 松伏町築比地8O2
❷北部配水場 越谷市下間久里633
❸南部浄水場 　〃　南越谷3-23-22
❹東部配水場 　〃　レイクタウン5-24
❺西部配水場 　〃　北後谷201

越谷・松伏水道企業団水道だより 7月号 越谷・松伏水道企業団水道だより 7月号（3） （2）

水道だよりに掲載する広告を募集しています。詳しくは企業団ホームページをご覧下さい。（水道だより発行部数　約10万部）

耐震型緊急用貯水槽確認MAP耐震型緊急用貯水槽確認MAP

地区 事業所名 所在地 電話番号

桜井

新方

増林

大袋

荻島

出羽

地区 事業所名 所在地 電話番号

蒲生

川柳
大相模

越ヶ谷

大沢

松伏

飯山建鉄株式会社

株式会社伸和設備

有限会社渡辺工業所

有限会社ヤマト工業所

共同工業株式会社

有限会社須賀設備

株式会社吉川水道冷熱

有限会社早山設備

株式会社協和設備

有限会社日栄設備

株式会社桶新設備

有限会社鈴木水道設備

有限会社田中水道工業所

共栄設備株式会社

越谷市平方1821

越谷市船渡495-1

越谷市船渡1735

越谷市増森2-164-5

越谷市増森2830-15

越谷市東越谷4-8-15

越谷市東越谷10-110-13

越谷市花田4-7-16

越谷市大道478

越谷市恩間29-6

越谷市西新井898

越谷市神明町2-38

越谷市新越谷1-64-17

越谷市七左町4-472-5

978-6000

978-8711

971-8355

962-5555

964-3561

965-2441

969-3611

965-2214

973-6000

975-6311

974-4716

964-7048

986-6021

986-3299

988-3067

987-5359

985-7221

987-2538

965-0351

974-8711

966-7781

962-3978

962-0171

962-0318

991-2403

991-2723

991-2459

991-2428

蒲生水道設備工業株式会社

株式会社水導屋

第一エネルギー設備株式会社

有限会社東部興業

株式会社水野工業所

株式会社ナカノヤ

株式会社新興設備

有限会社井戸由管工社

株式会社豊田設備

有限会社会田設備

今城電気商会

山崎工業所

明成工業株式会社

モリタヤ工業株式会社

 

 

越谷市蒲生1-3-39

越谷市蒲生3833-2

越谷市蒲生茜町13-2

越谷市川柳町4-374

越谷市西方2-25-4

越谷市大沢3-28-11

越谷市東大沢4-6-29 

越谷市御殿町3-46

越谷市中町11-4

越谷市赤山町5-10-12

松伏町松伏4818

松伏町上赤岩859-2

松伏町田中1-4-4

松伏町金杉477-2  

水道工事専門店が加盟する組合です。
水で困ったとき……まずはご連絡ください。

越谷松伏管工事業協同組合
越谷市大沢 4－17－17 TEL 048-964-6633　FAX 048-965-2846

広告

企業団ホームページアドレス　http:www.koshi-matsu.koshigaya.saitama.jp/ 上下水道料金のお支払いは、便利な【口座振替】を利用しましょう。

給水車から水をごくり 耐震管の模型図

⑴１人（１団体）１作品とします。
⑵デザインは、次の内容を満たすものとしてください。
　①越谷・松伏水道企業団を市・町内外にＰＲできるもの
　②水の大切さ・水道の役割を伝えられるもの
　③水道をより身近に感じられるもの

越谷市又は松伏町に在住・在勤・在学の方（未成年者は親権者の承
諾が必要です）

⑴応募について
応募用紙、デザインのデジタルデータ（５ＭＢ以内のjpg）の
２点を提出してください。また、応募に要する費用はすべて応募
者の負担とします。
⑵提出方法について

電子メールまたは必要データを格納したＣＤ等記憶媒体を総
務課へ持参又は郵送にて提出してください。なお、応募いただい
たデータ等につきましては返却いたしません。

「越谷・松伏水道企業団ＰＲキャラクター審査委員会」にて選考
し決定します。

応募に係る注意事項等、詳しくは水道企業団ホームページに掲載してい
る「越谷・松伏水道企業団ＰＲキャラクター募集要項」をご覧ください。

PRキャラクター
募集要項

応募締切
平成30年8月31日（金）※必着

賞品
最優秀賞（１名）5万円分の商品券
優 秀 賞（２名）１万円分の商品券

設立50周年を記念して、「ＰＲキャラクター」を募集
し、お客様に水道を身近に感じていただけるよう、水道
事業や水の大切さなどをそのキャラクターでＰＲしてい
きます。

応募条件

応募資格

応募方法

選　考

国等が実施する第60回水道週間に併せて募集した、水・水
道をテーマにした図画・ポスターの優秀作品を展示します。
１面掲載の「水道フェア」開催日にも展示を行っています
ので、ぜひお越しください。
日　　時　8月1日（水）午前9時～8月5日（日）午後5時
会　　場　イオンレイクタウンmori１階花の広場横
　　　　　（埼玉県越谷市レイクタウン３‐１‐１）

6月5日（火）に水道企業団で、水道事業に貢献された
水道事業関係者を表彰しました。

〈優良水道事業者〉
株式会社　水野工業所

〈優良現場代理人〉
厚見　光徳

（株式会社　協和設備）

水道図画・
ポスターコンクール
優秀作品展示

水道事業功労者表彰

保存版！

耐震型緊急用貯水槽

耐震型緊急用貯水槽とは？
耐震型緊急用貯水槽は、災害時などに応急給水をするために設置されている貯水槽です。
平常時は配水管とつながっていて、水道水が循環していますが、災害時などには手動ポ

ンプと給水スタンドを設置して水をくみ上げることができます。越谷市と松伏町内に23
基設置されており、2,300㎥の飲料水が確保できます。

１人１日の必要量を３リットルとして計算すると、約76万人分になります。

いざ！という時のために、水道水と保存水を上手に
活用して家族分の飲料水を備蓄しましょう。

災害時には、災害救
助が機能し始めるのに
約３日間かかると言わ
れています。最低限家
族分の飲料水を確保し
ておきましょう。

水道水は「生活用水」
の確保に有効ですが、
長期保存ができません。

そこで、「飲料水」として長期保存が可能な市販の
備蓄用保存水を活用しましょう!!一般的なミネラル
ウォーターの賞味期限は１年～2年ですが、備蓄用保
存水の中には５年以上の賞味期限のものもあります。

１人１日３リットル×３日分×人数分
の飲料水の備蓄を！！

企業団では、5月26日（土）、27日（日）に開催された「Lake Town 防
災フェス! 2018」に出展しました。

イベントでは「防災・減災・楽しく学んで、しっかり守ろう！」をテ
ーマに、防災に関する団体・企業等がさまざまな催しを行いました。

企業団のブースでは、パネル・耐震管模型の展示、給水車からの給水
や非常用飲料水袋を背負う体験などを行いました。

普段目にすることのない給水車や、見た目以上に重く感じる満水状態
の非常用飲料水袋に驚きながら、大人も子供も防災について意識する良
いきっかけになったと好評でした。

Lake Town 防災フェス！2018に
出展しました

設立50周年記念

１人１日３リットル×３日分×人数分
の飲料水の備蓄を！！

備蓄用ペットボトル水 保存用ポリタンク
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レイクタウン第八公園

レイクタウンスポーツ公園南部浄水場❸

❹東部配水場

手動ポンプ

給水スタンド
配水管

緊急遮断弁

耐震型緊急用貯水槽給水口

●耐震型緊急用貯水槽
（100㎥23基＝合計2,300㎥）

設置場所名 所在地
❶蒲生南小学校 越谷市南町1-8-1
❷大袋東小学校 　〃　袋山1750
❸越谷総合公園 　〃　増林3-1
❹大杉公園 　〃　大杉518
❺大間野小学校 　〃　大間野町2-115
❻北越谷小学校 　〃　北越谷3-10-38
❼平方小学校 　〃　平方2784
❽千間台小学校 　〃　千間台西5-4
❾栄進中学校 　〃　大沢659-1
越谷市中央市民会館 　〃　越ヶ谷4-1-1
大相模中学校 　〃　相模町3-165
宮本小学校 　〃　宮本町5-85
松伏会館 松伏町田中3-19-3
川柳公園 越谷市川柳町4-15-1
東越谷第二公園 　〃　東越谷3-14
出羽公園 　〃　七左町4-222
南越谷第一公園 　〃　南越谷5-21
埼玉県立大学 　〃　三野宮820
しらこばと運動公園 　〃　砂原39
鷺高第二公園 　〃　東大沢3-3
千間台第一公園 　〃　千間台東1-14
レイクタウンスポーツ公園 　〃　レイクタウン5-10
レイクタウン第八公園 　〃　レイクタウン7-6

●浄・配水場
浄・配水場名 所在地

❶築比地浄水場 松伏町築比地8O2
❷北部配水場 越谷市下間久里633
❸南部浄水場 　〃　南越谷3-23-22
❹東部配水場 　〃　レイクタウン5-24
❺西部配水場 　〃　北後谷201

越谷・松伏水道企業団水道だより 7月号 越谷・松伏水道企業団水道だより 7月号（3） （2）

水道だよりに掲載する広告を募集しています。詳しくは企業団ホームページをご覧下さい。（水道だより発行部数　約10万部）

耐震型緊急用貯水槽確認MAP耐震型緊急用貯水槽確認MAP

地区 事業所名 所在地 電話番号

桜井

新方

増林

大袋

荻島

出羽

地区 事業所名 所在地 電話番号

蒲生

川柳
大相模

越ヶ谷

大沢

松伏

飯山建鉄株式会社

株式会社伸和設備

有限会社渡辺工業所

有限会社ヤマト工業所

共同工業株式会社

有限会社須賀設備

株式会社吉川水道冷熱

有限会社早山設備

株式会社協和設備

有限会社日栄設備

株式会社桶新設備

有限会社鈴木水道設備

有限会社田中水道工業所

共栄設備株式会社

越谷市平方1821

越谷市船渡495-1

越谷市船渡1735

越谷市増森2-164-5

越谷市増森2830-15

越谷市東越谷4-8-15

越谷市東越谷10-110-13

越谷市花田4-7-16

越谷市大道478

越谷市恩間29-6

越谷市西新井898

越谷市神明町2-38

越谷市新越谷1-64-17

越谷市七左町4-472-5

978-6000

978-8711

971-8355

962-5555

964-3561

965-2441

969-3611

965-2214

973-6000

975-6311

974-4716

964-7048

986-6021

986-3299

988-3067

987-5359

985-7221

987-2538

965-0351

974-8711

966-7781

962-3978

962-0171

962-0318

991-2403

991-2723

991-2459

991-2428

蒲生水道設備工業株式会社

株式会社水導屋

第一エネルギー設備株式会社

有限会社東部興業

株式会社水野工業所

株式会社ナカノヤ

株式会社新興設備

有限会社井戸由管工社

株式会社豊田設備

有限会社会田設備

今城電気商会

山崎工業所

明成工業株式会社

モリタヤ工業株式会社

 

 

越谷市蒲生1-3-39

越谷市蒲生3833-2

越谷市蒲生茜町13-2

越谷市川柳町4-374

越谷市西方2-25-4

越谷市大沢3-28-11

越谷市東大沢4-6-29 

越谷市御殿町3-46

越谷市中町11-4

越谷市赤山町5-10-12

松伏町松伏4818

松伏町上赤岩859-2

松伏町田中1-4-4

松伏町金杉477-2  

水道工事専門店が加盟する組合です。
水で困ったとき……まずはご連絡ください。

越谷松伏管工事業協同組合
越谷市大沢 4－17－17 TEL 048-964-6633　FAX 048-965-2846

広告

企業団ホームページアドレス　http:www.koshi-matsu.koshigaya.saitama.jp/ 上下水道料金のお支払いは、便利な【口座振替】を利用しましょう。

給水車から水をごくり 耐震管の模型図

⑴１人（１団体）１作品とします。
⑵デザインは、次の内容を満たすものとしてください。
　①越谷・松伏水道企業団を市・町内外にＰＲできるもの
　②水の大切さ・水道の役割を伝えられるもの
　③水道をより身近に感じられるもの

越谷市又は松伏町に在住・在勤・在学の方（未成年者は親権者の承
諾が必要です）

⑴応募について
応募用紙、デザインのデジタルデータ（５ＭＢ以内のjpg）の

２点を提出してください。また、応募に要する費用はすべて応募
者の負担とします。

⑵提出方法について
電子メールまたは必要データを格納したＣＤ等記憶媒体を総

務課へ持参又は郵送にて提出してください。なお、応募いただい
たデータ等につきましては返却いたしません。

「越谷・松伏水道企業団ＰＲキャラクター審査委員会」にて選考
し決定します。

応募に係る注意事項等、詳しくは水道企業団ホームページに掲載してい
る「越谷・松伏水道企業団ＰＲキャラクター募集要項」をご覧ください。

PRキャラクター
募集要項

応募締切
平成30年8月31日（金）※必着

賞品
最優秀賞（１名）5万円分の商品券
優 秀 賞（２名）１万円分の商品券

設立50周年を記念して、「ＰＲキャラクター」を募集
し、お客様に水道を身近に感じていただけるよう、水道
事業や水の大切さなどをそのキャラクターでＰＲしてい
きます。

応募条件

応募資格

応募方法

選　考

国等が実施する第60回水道週間に併せて募集した、水・水
道をテーマにした図画・ポスターの優秀作品を展示します。
１面掲載の「水道フェア」開催日にも展示を行っています

ので、ぜひお越しください。
日　　時　8月1日（水）午前9時～8月5日（日）午後5時
会　　場　イオンレイクタウンmori１階花の広場横
　　　　　（埼玉県越谷市レイクタウン３‐１‐１）

6月5日（火）に水道企業団で、水道事業に貢献された
水道事業関係者を表彰しました。

〈優良水道事業者〉
株式会社　水野工業所

〈優良現場代理人〉
厚見　光徳

（株式会社　協和設備）

水道図画・
ポスターコンクール
優秀作品展示

水道事業功労者表彰

保存版！

耐震型緊急用貯水槽

耐震型緊急用貯水槽とは？
耐震型緊急用貯水槽は、災害時などに応急給水をするために設置されている貯水槽です。
平常時は配水管とつながっていて、水道水が循環していますが、災害時などには手動ポ

ンプと給水スタンドを設置して水をくみ上げることができます。越谷市と松伏町内に23
基設置されており、2,300㎥の飲料水が確保できます。

１人１日の必要量を３リットルとして計算すると、約76万人分になります。

いざ！という時のために、水道水と保存水を上手に
活用して家族分の飲料水を備蓄しましょう。

災害時には、災害救
助が機能し始めるのに
約３日間かかると言わ
れています。最低限家
族分の飲料水を確保し
ておきましょう。

水道水は「生活用水」
の確保に有効ですが、
長期保存ができません。

そこで、「飲料水」として長期保存が可能な市販の
備蓄用保存水を活用しましょう!!一般的なミネラル
ウォーターの賞味期限は１年～2年ですが、備蓄用保
存水の中には５年以上の賞味期限のものもあります。

１人１日３リットル×３日分×人数分
の飲料水の備蓄を！！

企業団では、5月26日（土）、27日（日）に開催された「Lake Town 防
災フェス! 2018」に出展しました。

イベントでは「防災・減災・楽しく学んで、しっかり守ろう！」をテ
ーマに、防災に関する団体・企業等がさまざまな催しを行いました。

企業団のブースでは、パネル・耐震管模型の展示、給水車からの給水
や非常用飲料水袋を背負う体験などを行いました。

普段目にすることのない給水車や、見た目以上に重く感じる満水状態
の非常用飲料水袋に驚きながら、大人も子供も防災について意識する良
いきっかけになったと好評でした。

Lake Town 防災フェス！2018に
出展しました

設立50周年記念

１人１日３リットル×３日分×人数分
の飲料水の備蓄を！！

備蓄用ペットボトル水 保存用ポリタンク



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。

使用料金算定表（1か月あたり・税抜） ※種別は一般汚水
現　　　行 改　定　後

汚水量 基本料金 超過料金（1㎥につき）基本料金 超過料金（1㎥につき）
10㎥まで

800円

－

850円

－
10㎥超から20㎥分 90円 100円
20㎥超から30㎥分 100円 110円
30㎥超から50㎥分 130円 140円
50㎥超分 170円 180円

越谷・松伏水道企業団水道だより 7月号（１）

越谷・松伏水道企業団の
　  ホームページをご覧ください。
越谷・松伏水道企業団の
　  ホームページをご覧ください。

■編集・発行

■発行日／平成30年7月15日2018 年 7月号　No.1832018 年 7月号　No.183
〒343-8505　越谷市越ヶ谷三丁目5番22号

http://www.koshi-matsu.
　　　koshigaya.saitama.jp/
http://www.koshi-matsu.
　　　koshigaya.saitama.jp/

Tel
Fax
048-966-3931
048-963-0706

１面 ＰＲキャラクター大募集
水道フェアを開催します

２面 ＰＲキャラクター
募集要項

３面 耐震型緊急用貯水槽
　　　　　　確認MAP
ご家庭での水対策
防災フェスに出展しました

４面 企業団からのお知らせ

水道統計
（平成30年6月1日現在）

給水人口 371,270人

給水戸数 161,254戸

松伏町

越谷市

今号の主な内容

開催日時：平成30年8月4日（土）午前10時～午後4時
会　　場：イオンレイクタウンmori１階
　　　　　①噴水広場周辺
　　　　　②花の広場周辺
　　　　　（埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1）
内　　容：①水を使ったワークショップ・
　　　　　　サイエンスショー・啓発品配布等
　　　　　②水道図画・ポスターコンクール
　　　　　　作品展示（8月1日（水）～8月5日（日））
協力団体：埼玉県企業局

越谷市科学技術体験センター
越谷松伏管工事業協同組合

（一財）埼玉水道サービス公社
問 合 せ：総務課庶務担当
　　　　　TEL 048-966-3931 内線259

企業団は平成31年４月に設立50周年を迎
えることから、今年の「水道フェア」は記念事
業としてイオンレイクタウンで開催します。

広く水道に関心を持っていただけるよう楽
しみながら水道を学べるイベントを行います
ので、ぜひご来場ください。

項　　　目 件　数
情報公開請求 4件
保有個人情報の開示・訂正請求 0件
保有個人情報の目的外利用等の届出 7件
個人情報取扱事務の開始・変更・廃止 0件
審査請求 0件

越谷・松伏水道企業団水道だより 7月号 （4）

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10月15日（月）発行予定です。

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込みができます。

水道メーターを交換します

8月1日から松伏町下水道使用料が改定されます

大口径水道管の更新・耐震工事を実施します

平成31・32年度建設工事請負等入札参加資格申請を受け付けます

貯水槽水道の適切な管理のお願い

情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況

6月議会結果報告

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

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）

給水装置の所有者の名義が変わるとき

5日前まで

いつでも

すぐに

いつでも

施設課

お客さま課

越谷松伏
管工事業
協同組合

配水管理課

TEL.048-966-3931（代表）

TEL.048-966-3932（直通）

TEL.048-960-5660（直通）

貯水槽の管理や設備が変わるとき
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情報に関すること
※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

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

水道使用水量に関すること いつでも（一財）埼玉水道
サービス公社 TEL.048-966-3933（直通）

水道料金に関すること
メーターの撤去に関すること

お客さま課検針担当
TEL.048-966-3932（直通）問合せ

問合せ 総務課庶務担当　内線255

水道料金等の集金を装った詐欺に注意！水道料金等の集金を装った詐欺に注意！

問合せ 施設課工務担当　内線204

問合せ 総務課庶務担当　内線255

松伏町まちづくり整備課下水道担当
TEL.048-991-1844（直通）

問合せ

PRキャラクター

大募集

詳細は2面に掲載
応募締切
平成30年8月31日（金）※必着

設立50周年
記念

水道フェア
設立50周年記念

を開催します

水道メーターは、計量法により有効期限が８年と定められており、企
業団では有効期限満了をむかえる１年前に交換を行っています。

交換に該当する場合は、事前に検針時の「水
道ご使用量等のお知らせ」及び担当の委託業者
が「交換に関する案内文」を配布致しますので
ご確認ください。また、交換後は「水道メーター
交換完了のお知らせ」をお渡しします。
○交換期間：平成30年７月から平成31年２月まで
○交換費用：無料
○交換業者：企業団が委託した業者
○交換時間：メーター１台あたり10分程度

 企業団からのお願い
・メーターボックスの中は清潔にし、周りには物を置かないでください。
・犬は離れたところにつないでください。
・企業団が委託した業者は「身分証明書」を携帯しています。

貯水槽を設置している建物では、貯水槽から各家庭の蛇口までを総称
して「貯水槽水道」と言います。

貯水槽水道には、停電時や配水管に事故が発生したときでも、貯水槽
内に一定の水道水が確保されています。しかし、適切に管理を行わない
と、きれいな水も汚れてしまいます。

水道を安心してご利用いただくために、日ごろから点検・管理が大切です。

貯水槽水道は設置者が適正に管理しましょう
貯水槽の有効容量が10㎥を超える場合は、

水道法により設置者が管理することとなって
います。また、１年に１回、厚生労働大臣の
登録を受けた検査機関に依頼して検査を受け
なければなりません。

有効容量10㎥以下の貯水槽についても、
設置者が10㎥を超える場合に準じて点検・
検査を行い、適正に管理してください。

企業団では、貯水槽が不要な「３階建て建物への直結直圧式給水方式」
や「直結増圧式給水方式」によるフレッシュ給水を促進しています。詳
しくは企業団へお問い合わせください。

問
合
せ

○貯水槽の設置者変更・廃止等について
　　　　　　　　　施設課給水装置担当　内線248
○貯水槽の衛生管理について
　【越谷市内】越谷市保健所　生活衛生課
　　　　　　　　　TEL.048-973-7532
　【松伏町内】春日部保健所　生活衛生・薬事担当
　　　　　　　　　TEL.048-737-2133

企業団では大口径水道管の更新工事
を実施します。地震等の災害に備え、耐
震性に優れた管を採用し水道管の強靭
化に努めます。
○工 事 名：築比地浄水場系基幹管路

更新工事（第２工区）
○工事場所：松伏町金杉地内
○工事期間：平成30年7月中旬～平成

32年３月中旬（予定）
工事期間中は住民の皆様の安全を考慮し、一時的に通行止め等を行う

箇所があります。工事看板等によりご案内しますので、ご理解・ご協力
をお願いします。

埼玉県電子入札共同システムを利用している全自治体共同で、平成
31・32年度建設工事請負等入札参加資格申請を受け付けます。

○申請対象業務：建設工事等（建設工事、設計・調査・測量、土木施設維
　　　　　　　持管理）

○資格有効期間：平成31年4月1日から平成33年3月31日まで
※申請期間・必要書類等、詳細は8月上旬に埼玉県及び企業団のホーム

ページでご案内します。

詐欺被害の情報がありました。企業団では訪問集金は行っておりません。
不審な者の訪問や電話などがあったら、当企業団にお問い合わせいただ

くか、お近くの警察署（生活安全課）へご相談ください。
【越谷警察署】TEL.048-964-0110　【吉川警察署】TEL.048-958-0110

６月定例会が６月29日に開かれ、
議長に武藤　智氏が、副議長に川上
力氏が選ばれました。

企業長から次の議案が提出され、
原案のとおり可決されました。
○越谷・松伏水道企業団監査委員の選任につき同意を求めることについて

また、水道企業団議会における越谷市議会及び松伏町議会選出議員の
一部辞職に伴い、新たな水道企業団議会の議員が選出されましたので、
改めて全議員を紹介します。

◎　 武　藤　　　智　　 浅　古　高　志　　 松　岡　高　志
○　 川　上　　　力　　 細　川　　　威　　 福　田　　　晃
　　 宮　川　雅　之　　 大　野　保　司　　 清　田　巳喜男
　　 鈴　木　　　勉　　 菊　地　貴　光　　 橋　詰　昌　児
　　 岡　野　英　美　　 竹　内　栄　治　　 伊　藤　　　治

（◎：議長、○：副議長） 平成30年６月29日現在　（議席順　敬称略）

越谷・松伏水道企業団情報公開条例および個人情報保護条例の規定に
基づき、平成29年度の実施状況について公表します。　

松伏町では、平成29年8月に松伏町下水道事業審議会へ適正な下水道
使用料について諮問し、答申に基づき平成30年3月松伏町議会を経て、8
月1日から下水道使用料を下記の通り改定することになりました。 副議長　川上　力氏議長　武藤　智氏

－10月検針（請求）分から新料金適用－

金
杉
大
排
水
路金杉小学校

金
野
井
用
水
路

主要地方道松伏春日部関宿線

埼
広域農道

松の
木橋

川
中

金杉神社

金

杉

自
治
会
館

大正大学
埼玉校舎

工事箇所
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