第31号
平 成 28 年
11 月 発 行

発行／池田市上下水道部 大阪府池田市大和町1番10号
TEL.072-754-6069 FAX.072-751-3852 http://www.ikedashi-suido.jp/

「

池田市上下水道部 イメージキャラクター

ぴちょりん

池田市上下水道部

検索

ね～
よろしく

！
ー！
ュ
ビ
」デ

今まで何度も紙面に登場していた「ぴちょりん」ですが、11月１日に上
下水道部の公式イメージキャラクターとしてデビューします！これから、
この「水だより」や、ホームページ、Facebook、イベント等で大活躍し
てもらいますので、みなさんお見知りおきのほど、よろしくお願いします！

平成27年度上下水道事業決算状況の概要
512m
●老朽化した配水管の取替え 3,319m
●浄水場の耐震工事
（H30まで継続）
●浄水場ろ過池の更新
（〃）
●排水処理場の設備更新

経営成績

収入は約24億1,300万円で、
前年度に比べて約1億円
の増収となりました。
退職金引当金の戻入が主な要因で
す。費用は約20億6,700万円で、前年度に比べ約4億
5,900万円の減少となりました。
職員給与費の減少が主
な要因です。
約3億4,600万円の黒字となりました。

公共下水道事業

水道事業

主な工事

●配水管の新設

主な工事

●雨水管の整備

1,450m

●下水処理場の施設設備更新
（汚泥の搬出）

経営成績

収入は約31億2,400万円で、前年度に比べて約
800万円の増収となりました。費用は約30億8,600
万円で、前年度に比べ
て約3,500万円の増
加 と な り ま し た 。約
3,800万円の黒字と
なりました。

水道の施設も下水道の施設も、これから数年で続々と耐用年数（法律で定められ

今後しなければ
ならないこと

ている使用期限）を迎えるため、急ピッチで更新を進めていく必要があります。

これは、高度経済成長期に水道・下水道の需要がピークを迎えたため、その時に
たくさんの上下水道施設が造られたことによるものです。

今後は水道料金・下水道使用料の見直しも含め、経営の見直し・健全化を進めて

いきます。

決算の詳細については、次のページをご覧ください！

水道事業会計
収益的収支

その他 2億8,827万円
長期前受金戻入 1億2,355万円

収入

水道料金など 20億155万円

24億1,337万円
水道水をつくったり、施設を維持・管理するための費用
（動力費、委託料、人件費など） 11億6,695万円

支出

20億6,740万円

借入金などの利息 1億4,357万円
減価償却費など

資本的収支

自己資金
（内部留保資金）

4億5,930万円

8億2,543万円

５億3,091万円

支出

3億4,597万円

その他 7,161万円

国などからの借入金

収入

収支差引≪利益≫

7億5,688万円

水道施設を建設・更新するための費用
（施設整備費、建設改良費） 借入金の返済
（企業債償還金）
9億3,343万円

4億2,291万円

13億5,634万円

公共下水道事業会計
収益的収支

収入

その他 1億2,734万円
市の負担金（他会計負担金） 6億5,381万円

長期前受金戻入 13億2,675万円

下水道使用料 10億1,589万円

31億2,379万円
減価償却費など 19億3,523万円

支出
30億8,598万円

資本的収支

収入

国などからの借入金 2億4,980万円

収支差引
（利益）
借入金などの利息 1億5,699万円
汚水・雨水を処理したり、施設を維持・管理するため
の費用（動力費、人件費など） 9億9,376万円

国からの補助金 2億581万円

4億6,919万円

支出

3,781万円

その他 1,358万円

下水道施設を建設・更新するための費用（建設改良費） 5億2,045万円

自己資金
（内部留保資金）

4億2,896万円
借入金の返済（企業債償還金） 3億7,770万円

8億9,815万円

収益的収支と資本的収支について
みなさんが払っている水道料金・下水道使用料、その他収入（収益的収入）から、水を届けたり
使った水をきれいにしたりするための支出（収益的支出）を差し引いた額が、 収益的収支 です。
そして、借金や国からの補助金（資本的収入）から、管や施設をつくったり更新するための
費用（資本的支出）を差し引いた額が、 資本的収支 です。

減価償却費・内部留保資金について
毎年、設備の価値は下がっていきますが、その価値の低下を費用とみなしたものを減価償却費といいます。
この減価償却費は見かけ上の費用なので、帳簿上は支出でも、実際にお金がかかっているわけではないです。
なので、その費用分は貯金（内部留保資金）としてたまっていき、新しい施設を建設・更新するために
使われます。
※減価償却費分の内部留保資金は、長期前受金戻入を差し引いた額となります。

（平成27年度）

亜鉛及びその化合物

水 質
基準値

セレン及びその化合物
鉛及びその化合物

銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
塩化物イオン

安

カルシウム、
マグネシウム等(硬度)

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン

蒸発残留物
ジェオスミン

全

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

・

四塩化炭素
1,4-ジオキサン
1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン

安

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

心

陰イオン界面活性剤

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

水 質
基準値

・

マンガン及びその化合物

ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

心

フェノール類
有機物(ＴＯＣ)
pH：7.2～7.9
(基準値内)

pH値
味
臭気
色度

ベンゼン
塩素酸

池田市の水道水は、
すべて水質基準を
満たし安全です。
安心して
ご利用ください。

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
（平成27年度実績より）

鉄及びその化合物

全

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

安

一般細菌
大腸菌

生活に影響を与える項目
（20項目）

安

古江浄水場出口の水質（水質基準項目の平成 年度最大値）

27

健康に影響を与える項目
（31項目）

濁度
0％

100％

水質基準値に対する比率

※詳しい水質検査結果（平成27年度分）
は
池田市上下水道部ホームページ又は、
上下水
道部総務課の窓口で見ることができます。

【水質検査に関するお問い合わせ】

水質管理課：

0％

100％

水質基準値に対する比率

TEL 072-751-8158

があるのをご存じですか？
「冬じたく」
水道にも

放っておくと危険なことに
!?

皆さんが
に水と接することができるよう、
この冬気をつけて頂きたいポイントをご紹介します。
「安全・安心」

を防ごう !
水道管が凍結する気温は、一般的にマイナス４～５度 ( 設置場所によっては
マイナス１～２度 ) と言われています。
凍結を防ぐために、水道管やじゃ口の
部分に、布や発泡スチロールなどを巻いて覆いかぶせ、濡れないようにその上
からビニールテープなどを巻いてください。
また、湯沸器内の水抜きもお忘れ
なく。
最近の屋外型湯沸器などでは、自動的に水抜きができるものもあります。

水道管が壊れたら…

じゃ口が凍ったら…

【凍結の多い場所】

● 水道管やメーターが露出しているところ
● 北向きのところ

屋外かメーターボックス内にある止水栓を回して水を止めて
ください。
その後、お近くの「池田市指定給水装置工事事業
者」
に修理を申し込んでください。
じゃ口に温めたタオルをかぶせ、じゃ口の根元からゆっくりと
ぬるま湯を注いで溶かしてください。
【注意！！】熱湯をかけると水道管が破損することがありますの
で、決して熱湯をかけないでください。

● 風当たりの強いところ

水のお知らせ広場
朝一番の水道水は飲み水以外に
通常の使用状態では問題ありませんが、鉛給水

鉛給水管の取替えをされる場合は、次の要件に

管を使用されているご家庭や赤水が出る場合、

適合していれば１引き込み工事につき２万円の

また、家を長期間留守にされたときには、念の

助成を行います。

ため、朝一番の水はバケツ約１杯分を飲料水以

◎配 水管からメーター回りまでのすべての鉛給
水管を取替える工事であること。

外にお使いください。
なお、上下水道部ではより安心して水道水を使っ
ていただけるよう、鉛給水管の取替え工事にか

◎取 替え前と取替え後における口径が、同じで
あること。
【お問い合わせ】水道工務課

かる費用の一部を助成します。

☎072-754-6133

水道料金のお支払いは、口座振替が便利です
口座振替によるお支払は、納入通知書の発送や

自動的に料金が振り替えられ、とても便利です。

収納手数料などの経費を軽減することができ、

お申し込みは、直接、預金口座をお持ちの金融

その経費は、施設の更新や耐震化に活用するこ

機関へ、届け出印・預金通帳・お客さま番号（水

とができます。

道使用量のお知らせ票または、水道料金納付通

口座振替をご利用いただきますと、支払期限な

知書に記載）をご持参のうえお申し込みください。

どを気にすること無く、お使いの預金口座から

【お問い合わせ】営業課

☎072-754-6106

やってます！！
池田市上下水道部の公式Facebookページでは、イベント
情報や施設の紹介のほか、水に関する役立つ雑学や職員
の活動日誌など、ホームページよりも更に開けた、親し
みやすいコンテンツを続々配信しています。
ぜひ「いいね！」ご登録のほど、よろしくお願いします！
アカウント名 池田市上下水道部

FacebookページURL https://www.facebook.com/ikedawater/

上下水道部へのお問い合わせ・ご相談は
水道の使用開始・中止
料金について
給水装置・排水設備の新設
水漏れ、水道工事について

営

業

課

水道工務課

☎︎ 072-754-6104

！ ご注意ください
最近、上下水道部からの委託であるかの

☎︎ 072-754-6106

ように装って皆さまのご家庭を訪問し、
「お

☎︎ 072-754-6190

宅の水道管（あるいは下水道管）を洗いま

☎︎ 072-754-6133

ます」などと言って、法外な代金を請求す

排水の詰まり、
下水道工事について

下水道工務課

☎︎ 072-754-6282

経営、広報、ホームページ
など

経営企画課

☎︎ 072-754-6069

水質について

水質管理課

☎︎ 072-751-8158

※夜間（17：15〜翌8：45）
・休日のお問い合わせは、
池田市指定管工事協同組合（☎072-750-6388）にお願いします。

す」
「水質検査をします」
「浄水器を販売し
るという悪質なケースが多発しています。
上下水道部ではこのような訪問販売などを
することはありません。身分証明書を確認
するなど十分ご注意ください。
ご不審なことがありましたら、上下水道
部までお問い合わせください。
【お問い合わせ】総務課：072-754-6131

