


（1）職員給与費の状況（令和3年度会計決算より）

区分 職員数A
（R3.4.1）

給与費 1人あたり
給与費
（B/A）給料 職員手当 期末・

勤勉手当 合計（B）

令和3年度 102人 378,401
千円

86,421
千円

157,977
千円

622,799
千円 6,106千円

※職員手当に退職手当は含みません  ※再任用短時間勤務職員を含みません

（2）職員の平均年齢、平均給料月額の状況（令和4年4月1日現在）
平均年齢 平均給料月額

企業職（一） 41.2歳 302,050円

企業職（二） 43.9歳 327,817円
※再任用短時間勤務職員を含みません



給水栓水質検査結果
区分 検査項目 単位 基準値 検査結果

水
質
基
準
項
目
（
51
項
目
）

健
康
に
関
連
す
る
項
目
（
31
項
目
）

生物
 一般細菌 個/㎖ 100以下 0
 大腸菌 － 検出されないこと 不検出

重金属

 カドミウム及びその化合物 mg/ℓ 0.003以下 0.0003未満
 水銀及びその化合物 mg/ℓ 0.0005以下 0.00005未満
 セレン及びその化合物 mg/ℓ 0.01以下 0.001未満
 鉛及びその化合物 mg/ℓ 0.01以下 0.001未満
 ヒ素及びその化合物 mg/ℓ 0.01以下 0.001未満～ 0.002
 六価クロム化合物 mg/ℓ 0.02以下 0.002未満

無機物

 亜硝酸態窒素 mg/ℓ 0.04以下 0.004未満
 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/ℓ 0.01以下 0.001未満
 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/ℓ 10以下 0.79 ～ 1.45
 フッ素及びその化合物 mg/ℓ 0.8以下 0.10
 ホウ素及びその化合物 mg/ℓ 1.0以下 0.1未満

有機物

 四塩化炭素 mg/ℓ 0.002以下 0.0002未満
 1,4-ジオキサン mg/ℓ 0.05以下 0.005未満
 シス-1,2-ジクロロエチレン及び
 トランス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.04以下 0.001未満

 ジクロロメタン mg/ℓ 0.02以下 0.001未満
 テトラクロロエチレン mg/ℓ 0.01以下 0.001未満
 トリクロロエチレン mg/ℓ 0.01以下 0.001未満
 ベンゼン mg/ℓ 0.01以下 0.001未満

消毒により
生成される
項目

 塩素酸 mg/ℓ 0.6以下 0.06未満～ 0.11
 クロロ酢酸 mg/ℓ 0.02以下 0.002未満
 クロロホルム mg/ℓ 0.06以下 0.006 ～ 0.028
 ジクロロ酢酸 mg/ℓ 0.03以下 0.003 ～ 0.014
 ジブロモクロロメタン mg/ℓ 0.1以下 0.004 ～ 0.007
 臭素酸 mg/ℓ 0.01以下 0.001未満～ 0.002
 総トリハロメタン mg/ℓ 0.1以下 0.018 ～ 0.046
 トリクロロ酢酸 mg/ℓ 0.03以下 0.003未満～ 0.015
 ブロモジクロロメタン mg/ℓ 0.03以下 0.006 ～ 0.013
 ブロモホルム mg/ℓ 0.09以下 0.001未満～ 0.001
 ホルムアルデヒド mg/ℓ 0.08以下 0.008未満

水
道
水
の
性
状
に
関
連
す
る
項
目
（
20
項
目
）

色

 亜鉛及びその化合物 mg/ℓ 1.0以下 0.1未満
 アルミニウム及びその化合物 mg/ℓ 0.2以下 0.02未満～ 0.03
 鉄及びその化合物 mg/ℓ 0.3以下 0.03未満
 銅及びその化合物 mg/ℓ 1.0以下 0.1未満

味  ナトリウム及びその化合物 mg/ℓ 200以下 8.4 ～ 22.5
色  マンガン及びその化合物 mg/ℓ 0.05以下 0.005未満

味
 塩化物イオン mg/ℓ 200以下 11.3 ～ 18.9
 カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/ℓ 300以下 49.2 ～ 56.3
 蒸発残留物 mg/ℓ 500以下 108～ 148

泡  陰イオン界面活性剤 mg/ℓ 0.2以下 0.02未満

臭気
 ジェオスミン mg/ℓ 0.00001以下 0.000001未満

 2-メチルイソボルネオール mg/ℓ 0.00001以下 0.000001未満～
0.000001

泡  非イオン界面活性剤 mg/ℓ 0.02以下 0.002未満～ 0.002
臭気  フェノール類 mg/ℓ 0.005以下 0.0005未満
味  有機物等(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/ℓ 3以下 0.6 ～ 0.9

基本的な項目

 ｐＨ値 － 5.8 ～ 8.6 7.0 ～ 7.6
 味 － 異常でないこと 異常なし
 臭気 － 異常でないこと 異常なし
 色度 度 5以下 0.5未満～ 0.7
 濁度 度 2以下 0.1未満

令和4年8月1日採水

地区 事業所名 所在地 電話番号
桜井 飯山建鉄株式会社 越谷市平方1821 978-6000

新方
株式会社伸和設備 越谷市船渡495-1 978-8711
有限会社渡辺工業所 越谷市船渡1735 971-8355

増林

有限会社ヤマト工業所 越谷市増森2-164-5 962-5555
有限会社須賀設備 越谷市東越谷4-8-15 965-2441
株式会社吉川水道冷熱 越谷市東越谷10-110-13 969-3611
有限会社早山設備 越谷市花田4-7-16 965-2214

大袋
株式会社協和設備 越谷市大道478 973-6000
有限会社日栄設備 越谷市恩間29-6 975-6311

荻島 株式会社桶新設備 越谷市西新井898 974-4716

出羽
有限会社鈴木水道設備 越谷市神明町2-38 964-7048
共栄設備株式会社 越谷市七左町4-472-5 986-3299

地区 事業所名 所在地 電話番号

蒲生
蒲生水道設備工業株式会社 越谷市蒲生1-3-39 988-3067
株式会社水導屋 越谷市蒲生3833-2 987-5359
第一エネルギー設備株式会社 越谷市蒲生茜町13-2 989-7700

川柳 有限会社東部興業 越谷市川柳町4-374 987-2538
大相模 株式会社水野工業所 越谷市西方2-25-4 965-0351

大沢
株式会社ナカノヤ 越谷市大沢3-28-11 974-8711
株式会社新興設備 越谷市東大沢4-6-29 966-7781

越ヶ谷
有限会社井戸由管工社 越谷市御殿町3-46 962-3978
株式会社豊田設備 越谷市中町11-4 962-0171

南越谷
有限会社会田設備 越谷市赤山町5-10-12 962-0318
有限会社田中水道工業所 越谷市新越谷1-64-17 986-6021

松伏
山﨑工業所 松伏町上赤岩859-2 991-2723
明成工業株式会社 松伏町田中1-4-4 991-2459
モリタヤ工業株式会社 松伏町金杉477-2 991-2428



水道事業ガイドライン業務指標（抜粋）

主な指標 指標の意味
指標値

R3年度 R2年度 R元年度

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）

平均残留塩素
濃度(mg/L) 

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。
塩素臭の発生を減少させるためには、残留塩素濃度0.1mg/
Lを確保した上で、なるべく小さな値にすることが望ましい
とされている。

0.44 0.46 0.46

水源の水質事故
件数(件) 

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表している。 0 0 0

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

有収率(%) 有収水量（年間の料金徴収の対象となった水量）の年間配
水量に対する割合（％）を示している。 98.7 98.3 98.3

管路の耐震管率
(%) 

管路の延長に対する耐震管の延長の割合を示すもので、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。 49.7 49.0 48.4

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）

営業収支比率
(%)

営業収益の営業費用に対する割合を示すもので、値が高い
ほど営業利益率が高いことを示し、100％未満であること
は、営業損失を生じていることを意味する。

109.1 109.2 109.9

総収支比率(%) 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、100％以上の場合は、健全な経営といえる。 118.7 118.0 117.9


