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日本初！
池田発！

振り込め詐欺被害防止

マンホール蓋

検索

完成！

この度、
池田警察署とタイアップして振り込め詐欺被害防止マンホールを
作成しました。
これは、
普段地下に埋まっていて目立たない下水道の
「顔」
であるマンホー
ル蓋を利用した広報活動を計画していたところ、池田警察署からのお声か
けがあり実現したものです。
このマンホール蓋は阪急池田駅周辺と阪急石橋駅サンロードに設置して
おりますので近くをお通りの際はぜひ足元をご覧ください！

（平成28年度）

古江浄水場出口の水質（水質基準項目の平成28年度最大値）
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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

※詳しい水質検査結果
（平成28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。

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

【水質検査に関するお問い合わせ】

ホルムアルデヒド
100％

水質基準値に対する比率

水質管理課：
TEL 072-751-8158

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。
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塩素酸
クロロ酢酸
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鉄及びその化合物

全

安

テトラクロロエチレン
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亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物

安

1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン

生活に影響を与える項目（ 項目）
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・

ホウ素及びその化合物
四塩化炭素
1,4-ジオキサン

水質基準値

フッ素及びその化合物

全

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

安

健康に影響を与える項目（ 項目）
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一般細菌
大腸菌
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

平成28年度上下水道事業決算状況の概要
691m
●老朽化した配水管の取替 3,158m
●浄水場の耐震化・設備更新
（H30まで継続）
●排水処理場の設備更新
●上下水道料金システム再構築
●配水管・送水管の新設

経営成績

収益は23億6,785万円で前年度と比べて4,552万円の
減収となりました。主な要因は前年度に退職金引当金の戻
入があったことによるものです。
費用は21億376万円で前年度と比べて3,636万円の増
加となりました。主な要因は排水処理場の機械電気設備の
更新に伴う旧設備の除却によるものです。
2億6,409万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

主な工事

1,068m

●雨水管・汚水管の整備

●下水処理場の設備更新
（汚泥搬出機）

経営成績

収益は31億2,758万円で前年度と比べ
て379万円の増収となりました。
主な要因
は、
下水道使用料の増加によるものです。
費用は30億2,108万円で前年度と比べ
て6,490万円の減少となりました。
主な要
因は職員給与費や委託料の減少によるも
のです。
1億650万円の黒字とな
りました。

水道事業会計
収益的収支

その他 2億4,575万円
長期前受金戻入 1億3,044万円

収入

水道料金など 19億9,166万円

23億6,785万円

支出

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） 11億6,808万円

21億376万円

資本的収支

収入

収支差引
≪利益≫

減価償却費など
7億9,814万円

2億6,409万円

その他 1億2,666万円

国などからの借入金

自己資金
（内部留保資金）

7億5,010万円

8億7,676万円

支出

借入金などの利息 1億3,754万円

11億7,060万円

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）
15億9,820万円

借入金の返済（企業債償還金）
4億4,916万円

20億4,736万円

公共下水道事業会計
収益的収支

その他 1億1,484万円
市の負担金（他会計負担金） 6億2,859万円

収入

長期前受金戻入 13億1,967万円

下水道使用料 10億6,448万円

31億2,758万円
減価償却費など 19億3,401万円

支出
30億2,108万円

資本的収支

収入

国などからの借入金 6億990万円

収支差引
（利益）
借入金などの利息 1億4,972万円
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） 9億3,735万円
その他 1,368万円

国からの補助金 5億6,142万円

11億8,500万円

支出

下水道施設を建設・更新するための費用
（建設改良費） 12億519万円

15億9,978万円

1億650万円
自己資金
（内部留保資金）

4億1,478万円
借入金の返済（企業債償還金）
3億9,459万円

なぜ

収益的収支 と 資本的収支

があるの?

地方公営企業法で決められていることで、 収益的収支 は１年間の経営活動に
おける損益を把握するためのもので、 資本的収支 は、新たに建設・更新した
施設など、資産の取得にかかる支出とその財源を把握するためのものです。

「減価償却費」や「長期前受金戻入」はどういうものなの?

「減価償却費」は、施設の経年劣化に伴う資産価値の減少分を費用化したものです。
実際の資金が減るものではありません。
「長期前受金戻入」
は、施設を取得する際に、補助金などで取得した場合に計上し、
そ
の施設の減価償却に対して収益化したもので、
実際の資金が増えるわけではありません。
なお、
「減価償却費」
から
「長期前受金戻入」
を差引いたものは、
内部留保資金として貯
まっていき、施設の建設・更新をするために使われます。

今後しなければ
ならないこと

水道・下水道施設ともに需要のピークであった高度経済成長期に造られた施設を
これから続々と更新をしていかなければなりません。今後は更新費用の削減および
平準化など経営の見直し・健全化を進めていきます。

これから寒くなっていきます

水道管の
「冬じたく」
をお願いします!!
気温が下がると、水道管が凍結し破損することがあります。日の当たらない所、風当たりの強い場所にある屋
外の水道管は凍結が予想されます。むき出しの水道管には保温チューブを巻いたり、蛇口には布を被せて

ビニールで覆い、紐で巻きつけてください。凍結していても、その時は気が付かないですが、寒さが緩むと
凍結した水道管などから水が噴出すことがありますので、「冬じたく」をお忘れなく。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。

蛇口が凍ったら

いきなり水道管に熱湯をかけると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。凍結していると思われるところにタオル
を被せて、ぬるま湯をゆっくりかけて徐々に溶かしてください。

水道管が壊れたら

屋外かメーターボックス内にある止水栓（場所の確認をしましょう）
を回して水を止めてください。その後、
「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。

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
管を使用されているご家庭や赤水が出る場合、ま
た、家を長期間留守にされたときには、念のため、
朝一番の水はバケツ約一杯分を飲料水以外にお使
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、鉛給水管の取替えをされ

る場合は、次の要件に適合していれば１引き込み
工事につき２万円の助成を行います。
◎配水管からメータ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。
◎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 ☎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いは、納入通知書の発行
や収納手数料などの経費を軽減することができ、
その経費は、施設の更新や耐震化工事に活用する
ことができます。支払期限などを気にすること無
く、お使いの口座から料金が振り替えられ、とて
も便利です。

お申し込みは、口座をお持ちの金融機関へ、お
届け出印・通帳・お客さま番号（水道使用量お知
らせ票または、水道料金納付通知書に記載）をご
持参のうえお申し込みください。
【お問い合わせ】営業課 ☎072-754-6106

Facebook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、
「みず」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配信しています。ぜひ「いいね!」の登録をお願いします。
アカウント名
FacebookページURL

池田市上下水道部
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

☎︎ 072-754-6106

！ ご注意ください
最近、上下水道部からの委託であるかの
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

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。

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

することはありません。身分証明書を確認

水質について

水質管理課

☎︎ 072-751-8158

ご不審なことがありましたら、上下水道

※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。

上下水道部ではこのような訪問販売などを
するなど十分ご注意ください。
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

