
●共同住宅の世帯数異動があったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  共同住宅として認定された建物で世帯数が変更となったとき。
●使用中止の水道を工事などで使いたいとき・・・・・・・・・  使用中止の水道を、リフォームや家の取り壊しなどで一時的にお使いになるとき。
●引っ越しなどで、新たに水道を使い始めるとき、あるいは水道の使用をやめるとき

　次に該当する水道使用者（給水契約者）の方は、お申込みにより１か月の水道料金
のうち口径13ミリの基本料金相当額を減額することができます。なお、給水契約者以
外の方は、取り扱いが異なります。　※下水道使用料についても、併せて減額又は免除されます。

次のようなときは、水道局電話受付センターへお問合せください

●生活保護法により生活扶助を受給されている方　
●水道を使用する方全員の市民税・県民税が非課税の世帯
●児童扶養手当を受給されている方  
●東日本大震災により被災された方

※番号をよくご確認の上、お間違えのないようにおかけください。       午前8時から午後9時まで（年中無休）

さいたま市水道局▶▶▶https://www.city.saitama.jp/001/006/002/index.html
道路漏水を発見したら（携帯電話からもつながります）   　 0120-189-240

さいたま市水道だより

活
水
と
生

☎048-665-3220 FAX 048-665-5536

2021.4

No.173

24時間365日対応

水道局電話受付センター 水道に関するお問合せ、お引っ越し、ご契約者変更などのお届けは、
水道局電話受付センターまでご連絡ください。

水道料金の減額について
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災害用貯水タンクの
紹介動画が見られるよ！



猫砂

消臭剤

容　器

くみ替え時期
の目安

ふたのできるポリタンク・ペットボトル・水筒など
空気が入らないように水をぎりぎりまで入れてください。

保管場所 日の当たらない涼しいところ

３日

1人1日3リットルを3日分以上生活用水の確保方法

水がない時の生活のアイデア※1

くみ替えた水は掃除や
洗濯などにご利用ください。

※沸騰させたり、浄水器を使用した水は消毒効果が薄れているため、毎日交換する
　必要があります。

飲料水の
備蓄の目安
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　災害が発生した時に、何より
も大切なのが「水」。もしもの際
にはどんなことが起こるのか、
どんな備えをしておく必要があ
るのか、水のことに詳しい水野
家のみんなと一緒に「水の防
災」について考えてみましょう。

断水になるのは、地震の時
だけじゃないって聞いたけど、
本当なの？

情報に詳しい
パパ

小学5年生
のぞみ

猫3才♀
アクア

しっかり備える
ママ

そうね。大きな地震の時だけではなく、大雨
や停電の影響でも断水が発生する場合
があるの。一昨年の台風19号の被害の時に
も、多くの地域で断水が起こったそうよ。

災害時にはどんな
ことが起こるかわか
らないから、もしも
の時に備えて、飲
み水をしっかり確
保しておく必要が
あるね。

地震の揺れや津波による、水道管の
破損や浄水場の破損のほか、約3割
は停電に起因した断水が原因に。

大雨や地盤崩落による、水道管の破損
や浄水場の冠水、取水施設の閉塞のほ
か、停電によるポンプ停止も原因に。

備えていた水がなくなった時に、
まだ水道が復旧していなかった
らどうすればいいのかな？

災害時には救援がすぐに来られない場合もあるか
ら、最低でも3日分は備蓄しておきたいわね。

近年の主
な断水被

害

断水戸数

主な原因

2011年 東日本大震災 2019年 台風19号

約256万7千戸 約16万8千戸

※出典：厚生労働省「東日本大震災水道施設被害状況調査の概要」、内閣府「令和元年台風第19号に係る被害状況等について」

※1 参考：NHK『そなえる防災』

水がない時に役立つ方法やアイテ
ムがいろいろあるのよ。もしもの場合を
考えて、一度試しておくと安心ね。

最近は簡易トイレもさまざまなタイプが売られているけ
ど、いざという時は自分で手作りする方法もあるよ。

生活用水も確保してお
いたほうが安心だね。

万が一、災害が発生した
時には、断水してしまう
場合もあるよ。

いざという時に
困らないよう、いろいろ
考えておきましょう。 それは大変！ 

いったいどうすれば
いいの？

飲み水はどれくらい備える？

トイレが使えなくなったら？

断水が起こるのはどんな時？

へぇー、意外と簡単だね！
おじいちゃんとおばあちゃん
にも教えてあげなくちゃ。

便座にゴミ袋を二重
にしてかぶせる。

災害時用 簡易トイレの作り方※1

ゴミ袋
（45ℓ程度・2枚）

新聞紙
1

使用後に内側のゴミ袋を
取り出して空気を抜き、
口をしっかりしばる。
できれば、消臭効果のあ
るもの（消臭剤や猫砂、お
がくずなど）を入れる。

3 新聞紙2枚を一度くしゃく
しゃにしてから広げ、向きが
異なるようにゴミ袋の中に重
ねて敷く。その上に、細長く
切った新聞紙をくしゃくしゃ
にしたまま詰める。

2

用意するもの

お風呂の残り湯
は次に入るまで
抜かないように
する※と、トイレ
や洗濯などに使
えます。

食器にラップをかけて使えば、
使用後にラップを交換するだけ
で食器洗いが不要になります。

寝る前にポッ
トや、やかん
に水を入れて
おけば、飲み
水が確保でき
ます。

※きちんとフタをして乳幼児が中に落ちない
　ようにしましょう。
※使用前に停電、断水、排水管の破損等を
　確認しましょう。

食器洗いができない

介護用や乳幼児用の大判ウェッ
トティッシュを使って体を拭くだ
けでもスッキリします。

お風呂に入れない

口腔用のウェットティッシュを指
に巻き、歯や歯茎、舌など
口内の汚れを拭き取ります。

歯磨きができない

みなさんも「水の防災」に
取り組んでみてね！

水野さん家の
水の

水のこと、いろいろ考えてみよう！

防災トピック防災トピック

ちょっとした工夫でできる

もしもの時の
ために、水は
どれくらい
備えておけば
いいの？

トイレは毎日のこと
だから、飲み水と同じ
くらい重要な問題。

飲み水や生活用水だけで
なく、災害用の簡易
トイレも備えておくと

安心ね。

断水の時や排水管が
壊れた時には、
トイレが流せなく

なるの!!

にゃにゃ

にゃ！

ゴロゴロ

水の備えが足りなくなったら？

災害用貯水タンク
の紹介動画も
見てみよう！

最寄りの応急給水
場所を覚えておく
と、さらに安心ね！
「水と生活No.172」
を見て、確認してお
いてね！



1
Merit

2
Merit

3
Merit
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給水工事課 ☎048-714-3188 FAX 048-832-9351 午前8時30分から
午後5時15分まで平日

経営企画課 ☎048-714-3185 FAX 048-832-7775 午前8時30分から
午後5時15分まで平日

　安心・安全な水道水を安定して供給し、また地震等の災害に強い水
道を構築するため、老朽水道管の更新工事や浄・配水場の改良工事を
行います。

水道料金
293億  996万円

収支差引
46億6,500万円

人件費
28億6,469万円

減価償却費※など
92億9,576万円

その他収入
40億9,168万円

収益的支出収益的収入

収支差引（不足額）※

126億296万円

借入元金の
返済
47億3,913万円

水道施設整備事業に
要する経費など
140億9,671万円

借入金
56億9,200万円

資本的支出資本的収入

水道水を買う費用
82億6,997万円

借入金の利息の返済
7億5,225万円

その他収入
5億4,088万円

電力費や
修繕費用など
75億5,397万円

　水道事業は皆さまからの水道料金によって運営されています。
　水道局では、生活に欠かせない安全な水を安定してお届けするために、事業を進めていきます。

令和3年度予算のあらまし

令和３年度水質検査計画を策定しました

　水道局では、安心で安全な水道水を配水管か
ら蛇口まで直接お届けする直結給水システム(直
結直圧方式・直結増圧方式)の普及を進めており
ます。 
　直結直圧方式…配水管の水圧で直接建物に
給水する方式で、3階までの住宅・共同住宅・事
務所ビル等が対象です。 
　直結増圧方式…配水管の圧力を増圧ポンプ
により増圧して建物に給水する方式で、15階まで
の住宅・共同住宅・事務所ビル等が対象です。 

直結給水システムを普及促進しています

　水道事業の基本計画である「さいたま市水道事業長期構想（2021ー2030）」、実施計画である「さいたま
市水道事業中期経営計画（2021ー2025）」を令和3年3月に策定しました。長期構想ではさいたま市の水道
事業が目指すこと、中期経営計画ではこの５年間で特に重点的に取り組む事業などが盛り込まれています。詳
しくはさいたま市水道局ホームページや各区役所の情報公開コーナーでご覧いただけます。

　水道局では、お客さまに安心して水道水をご利用いただくた
めに、「じゃ口から出る水道水」などの水質検査を定期的に実施
しています。
　この検査の項目・回数などについて定めた「令和３年度水質
検査計画」を策定しました。
　詳しくは水道局ホームページに掲載するほか、各水道営業所

及び各区役所の情報公開コーナーでご覧いただ
けます。

水道事業長期構想、中期経営計画を策定しました

　水道局では、平成４年から継続して、ラオス人民民主共和国に対して
水道分野に関する支援を行っています。現在は、平成30年５月21日か
ら開始したJICA技術協力プロジェクト「水道事業運営管理能力向上プ
ロジェクト(MaWaSU2)(５年間)」、平成30年６月18日から開始した
JICA草の根技術協力事業「水道公社における上水道管路維持管理能
力向上支援事業(３年間)」の２つの事業を実施しています。令和２年度
は、新型コロナウイルス感染症の影響により、計画していた職員派遣、研
修生受入のほとんどが実施できませんでしたが、水道局から派遣してい
る(MaWaSU2)長期専門家１名は、令和２年４月６日に避難一時帰国し
て国内でリモート会議等により活動を継続し、令和２年９月26日にラオ
スに帰任しました。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえてJICA等と調
整を図り、２つの事業に対する職員派遣や研修生受入を実施する予定
です。

国際協力事業を推進しています

直結給水システムのメリット

　　　　　（税抜き純利益    34億7,935万円）

主な実施事業
給水件数

年間総給水量

一日平均給水量

626,451件

134,210,500㎥

367,700㎥

純利益は、施設整備のために使います。

収入・支出の各予算
水道水をお届けするための収支（収益的収支） ※消費税込みの金額です。

※減価償却費：取得した施設や設備は、
時が経つにつれその価値は減少していき
ます。1年間の価値の減少分を減価償却
費として費用化します。なお、現金として支
出するわけではありません。

資本的収入       62億3,288万円
資本的支出     188億3,584万円
収支差引     ▲126億　296万円

施設を作るための収支（資本的収支） ※消費税込みの金額です。

※収支差引(不足額)については、損益勘
定留保資金や純利益などで補填します。
※損益勘定留保資金：減価償却費など
実際に現金の支払いがない費用計上に
よって生じた資金をいいます。

収益的収入　 334億　164万円
　収益的支出 　 287億3,664万円
収支差引　　　46億6,500万円

新鮮な水
配水管から

直接給水します。

省エネルギー
配水管の水圧を
活用できます。

省スペース
敷地を有効に
活用できます。

ラオスラオス

カムアン県

中国

ミャンマー

タイ

カンボジア

ベトナム

首都ビエンチャン

ルアンパバーン県

https://www.city.saitama.jp/
001/006/002/index.html

●水道法により義務付けられている検査
毎日検査(３項目) 水質基準(51項目)

検査項目

検査場所

検査回数

色、濁り、残留塩素

公園のじゃ口など

１日１回以上

一般細菌、大腸菌など

公園のじゃ口など

項目により設定(１年に１回～12回)

その他、水質管理上必要な検査を実施します。

さいたま市水道局ホームページ

水道財務課 ☎048-714-3074 FAX 048-832-3336 平日：午前8時30分から午後5時15分まで

水質管理課
☎048-668-7172 
FAX 048-668-7174
平日：午前8時30分から午後5時15分まで（上水道＞水源・水質情報＞水質情報＞水質検査計画について）

業務の予定量

※直結給水システムを希望する場合は、適用要件がありますので、事前協議が必要となります。
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ポスター(絵画)作品募集ポスター(絵画)作品募集

小
中学校

学
校
名

学  

年
名  

前

住  

所

電話番号

〒　　ー

ふりがな

年

応募カード

□ 小学生/野外水道教室・・・浦山ダムコース(7月29日) 
□ 小学生/野外水道教室・・・合角ダムコース(8月4日)

イベント参加申込書 該当する□に　  してください

※応募はいずれか1コースのみ、2通以上応募された場合は、1通のみ有効です。

※ご記入いただいた個人情報は、水道局で適切に管理し、応募者との連絡など
　事業の運営のみに利用します。 

保護者氏名

住　所 

 (日中の連絡先) 
電話番号

児童氏名 学年

性別 □男 □女

年

年齢 歳

学年 年

学年 年

児童氏名

児童氏名

注意事項 応募作品は原則として返却しません。
入賞された場合は、学校名、学年、氏名が
公表されます。入賞作品については、広報
紙、ホームページ等の広報活動に活用さ
せていただきます。

入賞作品については、表彰式を行う予定で
す。また、応募者全員に参加賞があります。

入賞
発表等

往信用の宛名面 返信用の文面

何も記入しないで
ください

イベント参加
申込書を貼り
付けてください

返信用はがきの表 往信用はがきの裏

郵便番号
住所
保護者氏名

3 3 0 8 5 3 2

さいたま市浦和区常盤
6-14-16
水道総務課　

テーマ

募集締切

対　象

「水」「水道」「大切な水」など節水や水環
境をテーマにしたもの

市内在住または在学の小・中学生

令和３年７月９日(金)必着

応募の
決まり

画用紙四つ切りサイズ（392×542㎜）
まで。（画材指定なし）
作品裏面に学校名、学年、氏名（ふりがな）、
住所、電話番号を明記してください。

※左記応募カードをご利用ください。
※作品については未発表のものとさせていただきます。
※ご記入いただいた個人情報は、水道局で適切に管理し、応募者
　との連絡など事業の運営のみに利用します。

水や水道に対する思いを描いてみませんか。 ダム見学や川遊びを通して水源の大切さを学びます。※天候により変更有り

集合場所

対　 象

締　 切

応募方法

浦山ダムコース 合角ダムコース
令和3年７月２９日(木)
午前7時00分から午後5時30分まで
●浦山ダム　内部見学(秩父市)
●川の博物館(寄居町)

45名（予定）  

　 

行先・内容

募集人員

日　 時 令和3年８月４日(水)
午前7時00分から午後5時30分まで
●合角ダム　内部見学(秩父市)
●吉田元気村にて川遊び・お風呂など
　(秩父市)
90名（予定）

行先・内容

募集人員

日　 時

両コース共通

令和3年５月１０日(月)必着

水道総務課 ☎048-714-3069 　FAX 048-832-5929 午前8時30分から
午後5時15分まで平日

シーノ大宮(大宮駅西口)を予定
(現地へは大型バスで移動します。)
小学生(市内在住または在学)及び保護者
※保護者1名(1家族1名)の同伴をお願いします。
※小学生を対象としたプログラムのため、未就
　学児の同伴はご遠慮ください。
※申込者多数の場合は抽選。初めての方を優
　先させていただきます。

下記の『イベント参加申込書』にご記
入の上、切り取っていただき『往復は
がき記入例』のとおり往復はがきに貼
り付けて、ご応募ください。

　例年６月に開催している水道施設見学会にてご見学い
ただく施設は、水道供給において厳重な感染症対策をと
る必要があることから、水道施設見学会は中止とさせて
いただくこととなりました。
　参加をご検討されていた皆様にはご迷惑をおかけしま
すが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

※往復はがき１通につき１家族のみ記載してください。
※２通以上応募された場合は、１通のみ有効です。

野外水道教室  小学生対象野外水道教室  小学生対象
昼食は各自持参 参加費無料

この事業は「『自分発見！』
チャレンジupさいたま」

対象事業です。

この事業は「『自分発見！』
チャレンジupさいたま」

対象事業です。

アンケートに
お答え

いただいた方
の中から

アンケートに
お答え

いただいた方
の中から　　　 抽選で30名様に
「さいたまの水」を１箱プレゼント！
　　　 抽選で30名様に
「さいたまの水」を１箱プレゼント！

往復はがき記入例

水道施設見学会中止のお知らせ

アンケート内容

水道の情報はどのように入手していますか（複数回答可）
□ 広報紙　　□ インターネット　
□ その他〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

Q1

災害時の応急給水場所をご存じですか
□ 知っている   　□ 知らない
※さいたま市水道局ホームページより閲覧できます
　　

Q2

Q3

Q4

災害に備えて飲料水の備蓄（くみ置きなど）を
していますか
□ している
　（１人あたり　□９L以上　□３～８L　□３L未満） 
□ していない
※飲料水備蓄の目安「１人１日３L×３日分」以上

住  所

氏  名

電話番号

性 別 □男  □女

該当する□に　  してください

提出先

●水道総務課(水道庁舎2階)
　　　　　　　　　〒330-8532 　浦和区常盤6-14-16
●北部水道営業所　〒331-0805　北区盆栽町200-1
●南部水道営業所　〒330-0075　浦和区針ヶ谷1-18-2

下記まで、ご持参またはご郵送ください。
※郵送の場合は、水道総務課まで。

アンケート用紙にご記入の上、切り取っていた
だき、通常はがきに貼り付けて下記まで郵送し
てください。
〒330-8532 さいたま市浦和区常盤6-14-16
さいたま市水道局　水道総務課

令和3年４月１６日(金)消印有効

応募
方法

締 切

宛 先

当選者
の発表

※さいたま市の職員及びその家族は応募できません。

賞品の発送をもってかえさせていただきます。
取得した個人情報は、賞品の発送以外に使
用することはありません。

※現在の通常はがきは1通63円です。料金に不足が
　あった場合はお受けできませんので予めご了承ください。

〒　　ー

〒　　ー

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や内容を変更する場合があります。
　詳しくは、水道局ホームページ又は下記問合せへ。

※川の博物館内のシアター施設
　を利用される場合は自己負担
　となります。

個人応募の際に
お使いください

▼下記アンケートにご協力ください　該当する□に　 してください▼ 

水道の情報はどのように入手していますか（複数回答可）
□ 広報紙　□ インターネット　□その他〔　　　　　　　〕

Q1

災害に備えて飲料水の備蓄（くみ置きなど）をしていますか
□ している（１人あたり　□９L以上　□３～８L　□３L未満）
□ していない  ※飲料水備蓄の目安「１人１日３L×３日分」以上

Q4 応急給水場所（災害用貯水タンク）について動画を
掲載していますがご覧になりましたか
□ 見た　□ 見ていない　□今後見る予定

Q3

災害時の応急給水場所をご存じですか
□ 知っている　□ 知らない

Q2

※さいたま市水道局ホームページより閲覧できます

※さいたま市水道局ホームページより閲覧できます

きりとり

き
り
と
り

き
り
と
り

応急給水場所（災害用貯水タンク）について
動画を掲載していますがご覧になりましたか
□ 見た　□ 見ていない　□ 今後見る予定
※さいたま市水道局ホームページより閲覧できます

年 齢 歳



●編集・発行 　さいたま市水道局 水道総務課 広報・防災係
　　　　　　　〒330-8532　さいたま市浦和区常盤6-14-16　☎048-714-3069　FAX 048-832-5929

※この印刷物は再生紙を使用しています。
※この水道だより「水と生活」は619,000部作成し、
　1部当たりの印刷経費は12円（配布費用を含む）です。

8

水道メーターの交換にご協力ください

漏水調査にご協力ください

　水道本管及び道路から宅地の水道メー
ターまでの給水管の漏水を早期に発見する
ため、計画的に漏水調査を行います。
　調査期間中は、水道メーターで漏水の有無

を確認するため、許可を得て宅地内に立ち入らせて
いただきますので、ご理解とご協力をお願いします。

※調査員及び作業員は、全員が水道事業管理者発行の「受託者証明書」を携帯し、安全ベストを着用しています。　　
　調査及び作業を実施するにあたり、お客さまに対して費用を請求することは一切ありません。

維持管理課 ☎048-788-2496 FAX 048-669-2260 午前8時30分から
午後5時15分まで平日

令和３年６月上旬から
令和４年３月下旬まで（予定）

調査方法

調査期間

路面探知及び仕切弁等で音聴
調査を行い、漏水の有無を確認
します。
水道メーター等で音聴調査を行
い、漏水の有無を確認します。

道路

宅地

水道本管洗浄作業にご協力ください

　水道本管内の水質劣化を防止し、適正な水質
を維持することを目的として、市内１５か所の地区
で計画的に水道本管の洗浄作業を行います。
　対象地区及び日程が確定しましたら、水道局の
ホームページに情報を掲載し、該当する住宅に「水
道本管洗浄作業のお知らせ」を投函します。
　作業を実施するにあたり、該当する住宅にお住
まいの皆さまには、大変ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。

令和３年６月上旬から
令和３年１２月上旬まで（予定）
２３時から翌朝５時まで作業時間

作業期間

　水道メーターは、計量法に基づき、有効期限の8年を迎え
るまでに交換するように定められています。
　水道局では、交換業者が、交換対象のお宅に事前にお知
らせを投函したうえで、水道メーターの交換作業を無料で行
います。ご理解とご協力をお願いします。
　なお、交換業者は、全員が水道事業管理者発行の「受託
者証明書」を携帯し、腕章を着用しています。

交換作業にお立
会いの必要はあ
りません。
交換後に、交換完
了のお知らせを
投函します。

給水装置課 ☎048-788-2749 FAX 048-669-2260 午前8時30分から
午後5時15分まで平日

No.173




