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体を動かした後は水分補給を!!
これから熱中症が多く発生する季節になります。
水分摂取量の不足が原因の一つになります。
こまめな水分補給で熱中症を予防しましょう。

佐久水道新聞 第134号

2022年
（令和４年）７月1日発行

令和４年度予算の概要をお知らせします
佐久水道企業団は水道料金により運営されています。いつまでも安心して飲んでいただける「おいしい水」
を皆様にお届けするため、より一層の経営努力を重ね、健全かつ効率的な水道事業運営に努めてまいります。

水道水をお届けするための予算
収入額

業務の予定量
● 給水戸数

33億5,814万8千円

53,685戸

● 年間総給水量 14,377,800㎥
● 新設給水工事件数

水道料金
28億5,770万1千円

人件費
4億1,194万4千円

● 年間有収水量 12,480,000㎥※
400件

支出

施設等修繕費
1億9,553万8千円

その他運営費用
5億1,632万2千円
借入金利息の返済
4,610万1千円

支出額 27億5,597万2千円

水道管や施設を新しくするための予算
水道管や施設を新しくするための予算
収入額

収入支出差引
6億217万6千円

資産の減価償却費
13億2,412万9千円

純利益 4億4,691万4千円

主な予定事業

手数料ほか
5億44万7千円

収入

検針・量水器
交換等委託料
2億6,193万8千円

※年間有収水量とは年間給水量のうち
水道料金の対象となる水量です。
1㎥=1000ℓ

金額は消費税を含みます。

金額は消費税を含みます。

4億5,556万3千円

● 瀬戸配水池関連工事
● 内山地区改良関連工事

支出に対する不足額
18億1,751万円

工事負担金・加入金ほか
4億5,556万3千円

● 老朽管の更新工事
● 送配水管整備工事

収入

※支出に対する不足額は現金支出を伴わない
内部留保資金と積立金の取り崩しで補てん
します。

支出

水道管布設替や施設整備など
18億7,487万9千円

支出額

22億7,307万3千円

職員人事異動

（
）内は旧職名

（2）

【令和４年４月１日付】
▼給水課長 蟹澤良徳（総務課長
補佐兼庶務係長）
▼総務課長補佐兼企画調整係長
中條和彦（浅麓水道企業団派遣
課長補佐）
▼配水課長補佐兼維持係長 篠原
作幸（佐久圏域水道水質検査協
議会派遣 課長補佐）
▼配水課長補佐 宮原俊幸（配水
課長補佐兼配水係長）
▼給水課長補佐兼給水係長 山本
修（給水係長）

◎新規採用職員
▼総務課庶務係 須江弘夏
▼配水課配水係 工藤望

◎浅麓水道企業団へ派遣
▼課長 上原克彦（給水課長）

◎退職
【令和４年３月 日付】
▼浅沼光浩（浅麓水道企業団派遣
局長）
31

借入金元金の返済
3億9,819万4千円
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Topics

◆大口径継手研修会を実施

４月26日・27日、企業団にてダクタイル鋳鉄管耐震管の大口径継手接合研修会を実施しました。

水道管として幅広く使われているダクタイル鋳鉄管耐震管は強靭性、耐食性、加工性に優れており、
地震による地盤の動きに対応できるため企業団でも取り入れています。
今後予定される大口径の水道工事に伴い、ダクタイル鋳鉄管耐震管の継手接合の知識・技能を習得す
るため20名以上の水道工事事業者が参加されました。
大口径の管を接合する際の施工方法や確認事項について講師から説明を受け、一つ一つ確認しながら
研修が行われました。
研修で取り扱った呼び径500㎜のダクタイル
鋳鉄管耐震管（ＮＳ形）は短くカットされてい
ますが、実際の管の大きさは長さ６ｍ、重さ
834㎏になります。このＮＳ形継手は伸縮性が
あり離脱防止機能があるため、地震時の揺れに
対しても管路の機能を維持することができます。
実際の水道工事は掘削した穴の中で施工する
ため、より高度な技術が必要とされます。管路
▲ＮＳ管の接合について講義の様子

の機能を十分に発揮させ、将来にわたって健全
な管路を構築するために適正な施工を行うこと
が大切であります。
大口径とは・
・
・水道管の呼び径が500㎜以上
の管のことをいいます。企業団で布設されて
いる最大の口径は700㎜になります。

▲接続後の継手の様子

●切久保橋配水管添架工事の完成
令和元年東日本台風の影響で切久保橋（東御市）の流失により添架してあった配水管も被害を受けたため、
御八城大橋へ仮設配管をし給水していましたが、建設中の切久保橋へ配水管の添架工事が完了し本設された水
道管からの給水に切り替わりました。

▲流失した切久保橋の様子
（令和元年10月撮影）

▲建設中の切久保橋
（令和４年５月撮影）

（3）

▲切久保橋に添架した配水管

～一日企業長を体験していただきました～

◆第64回水道週間の実施

しずく

（4）

地球温暖化と水道

近年の梅雨時の雨の降り方や台風の大型
化などから、これまでの気候と確かに違う
と変化を感じ、地球が温暖化している影響
が表れているのかと心配になる。水道は、
自然の営みの中から水を分けていただいて
い る も の で あ り、 気 候 の 変 化 に は 敏 感 に
ならざるを得ない。
最近よく耳にする線状降水帯は、同じ場
所を雨雲が次々に通過し、長い時間の大雨
は河川の増水や山崩れ、時に家屋の被害や
人命も奪うような大きな災害をもたらす。
災害をもたらす大雨でなくても、水道事業
にとっては、短時間に降る大雨は大敵であ
る。大量に降った雨水は水源となる河川の
水を濁し、その濁った水を飲み水としてき
れいにするためには、濁りの程度に合った
適切な処理をしなければならないからであ
る。当企業団の場合は、水源は河川ではな
く湧水や地下水が主であり、大雨による水
源への影響はあまりないが、雨はできるだ
け水源域となる山間部にしとしとと降って
ほしい。静かに降る雨は地下に染み込み蓄
えられるが、一時的に降る大雨はそのほと
んどが地表を流れ河川に出てしまうからで
ある。
山に降った雨は、やがて地下水となり、
その期間は佐久の場合にはおよそ 年とさ
れている。約 年もの長い間、自然に抱か
れきれいになった水を当企業団では井戸に
よりくみ上げて、特別な処理をすることな
く、塩素消毒をするのみで水道水とするこ
とができる。
今年降った雨も 年後には今と変わらな
いきれいでおいしい水として自然から分け
てもらえるように今ある水源を大切に守っ
ていきたい。
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▲大石水源の見学状況

暮らしを支える重要な仕組みの一つと
して水道の学習をしている佐久穂小学校
の児童のみなさんが６月１日に大石水源
と稲荷山配水池へ訪れました。
蛇口から出る水はどのように水源で取
水され、配水池へ貯められて配られるか
学んでいただきました。水の流れについて
の説明を熱心にノートに記していました。 ▲稲荷山配水池で塩素濃度を測定

水道週間ポスター
出典（公社）日本水道協会

～佐久穂小学校４年生～

◆小学校社会科見学

▶大石水源を視察

▲栁田企業長と半田代表
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◆佐久水道女性水の会

企業団では、水道への理解と関心を深めていただくとともに利用者の意見や要望をお聞きし、サービスの向
上を図ることを目的として「佐久水道女性水の会」があります。
今年、構成市町から推薦された35名の方が新しく会員となりました。これからの２年間、水道モニターとし
て活動していただき、たくさんの貴重な意見を水道事業の運営に活用していきます。

６月１日から７日は「水道週間」と定められており、今年で64回目を迎えました。水道事業の現状や、水を
安定的に供給するための課題について理解を深めていただくことを目的とし全国で展開されています。
今年は、
「大切な 水と一緒に 暮らす日々」をスローガンとして全国の水道事業体で行事が開催されました。
企業団では、６月７日に佐久水道女性水の会代表の半田かつ江さん（佐久市在住）に一日企業長を体験して
いただき、水道施設の視察や水道事業の取組みなど業務内容について理解
を深めていただきました。
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佐久水道企業団職員採用試験（令和５年４月採用）
試験区分

職

種

採用予定
人員

受

験

資

格

・平成８年４月２日から平成13年４月１日まで
に生まれた人のうち、学校教育法による大学
（短期大学を除く。）を卒業又は令和５年３月
までに卒業見込みの人
上

級

行政職

若干名

・受験時の住所要件はありませんが、災害等非
常時への迅速な対応のため、採用後は構成市
町（佐久市、佐久穂町、御代田町、東御市）
若しくは、概ね30分で通勤可能な区域に居住
することを要件とします。

受

験

手

続

●第１次試験
令和４年９月18日
（日）
●受付期間
令和４年７月13日
（水）
～８月５日
（金）
●詳細お問い合わせ
総務課 庶務係
☎0267－62－1290

水道施設見学会の開催について
水源地や配水池など水道施設の見学会を実施します。水道について興味のある方の
ご応募をお待ちしています。
●実施期日

令和４年８月20日
（土）

●申込期限

令和４年７月20日
（水）
（定員になり次第締め切らせていただきます。）

●参 加 料

無料

●定

20名

員

●見学場所

お申込みいただいたお客様に直接ご連絡いたします。

●申込方法

総務課

企画調整係へ電話でお申込みください。

☎0267－62－1290（代表）
●そ の 他

コロナウイルスの影響で中止となる場合があります。

無料点検のお知らせ

～蛇口の水漏れが心配な方へ～

企業団では、佐久管工事事業協同組合青年部との共催で、70歳以上の方を対象とした給水装置の無料点検を実施
します。
ご希望の方は、下記までお申込みください。
●実施期日
●申込期限

令和４年９月８日
（木）
令和４年８月19日
（金）
（定員になり次第締め切らせていただきます。）
●対
象 満70歳以上のお客様
●定
員 25名
●点検内容 蛇口パッキンの取替え（軽微なものに限る）
●申込方法
●そ の 他

漏水の確認、水圧チェック
総務課 企画調整係へ電話でお申込みください。
☎0267－62－1290（代表）
コロナウイルスの影響で中止となる場合があります。
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企業団からのお知らせ
水道メーターの有効期限は計量法で８年と定められています。
企業団では有効期限をむかえる水道メーターの交換を行っています。
対象となるお客様には、企業団が委託した業者から事前に通知を差し上げたうえ
で作業をさせていただきます。作業中は一時的に水道を使用できなくなるなどご不
便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
〇交換についてお客様の費用負担は一切ございません。
業務係 ☎0267-62-4333
〇委託業者は企業団発行の身分証明書を携行しています。

水道料金の口座振替のお手続きは、下記取扱金融機関
または企業団窓口でお申込みください。（郵送によるお
手続きもできますので、お問い合わせください。）

取扱金融機関
・八十二銀行
・長野県信用組合
・三井住友銀行
・長野県労働金庫
・長野県信連

・佐久浅間農業協同組合
・長野銀行
・上田信用金庫
・ゆうちょ銀行

料金係

☎0267-62-4085

○以下の工事店が新たに指定となりま
した。
ソーワテクニカ㈱
上田市古里1632-1
☎0268-23-0126
㈱エムズ・ファクトリー
松本市大字今井6961-1
☎0263-85-6588
給水係

☎0267-62-2980

給水装置工事や、漏水修理等の工事を依頼する場合には、佐久水道企業団の指定給水装置工事事業者
へ工事をご依頼ください。
また、漏水修理の場合、指定給水装置工事事業者以外で修理しま
業務係 ☎0267-62-4333
すと、水道料金の減免措置が適用されませんのでご注意ください。

◦犬はメータ
ーボックス
から離れて
繋いでくだ
さい

◦メーターボ
ックスは見
やすい場所
に設置して
ください

◦メーターボ
ックスの中
はいつも清
潔にしてく
ださい

水道に関するお申込み・お問い合わせ（代表） ☎0267-62-1290
水道料金について：料金係 ☎0267-62-4085
漏水について
：維持係 ☎0267-62-2308
水質について
：配水係 ☎0267-62-4052
使用水量について ：業務係 ☎0267-62-4333
営業時間 ８:30から17:15まで（土日祝日除く） ホームページ https://www.sakusuidou.or.jp
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