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❶清潔でふたのできるポリ容器等を準備し、中を
きれいに洗ってください。

❷容器内にできるだけ空気が入らないよう、口元
いっぱいまで水を満たし、ふたをしっかり閉め
てください（空気が残っていると空気中の細菌
で汚染される心配があります）。

❸直射日光の当たらない、風通しのいい場所を選
んで保存しましょう。 

　
　水道水は塩素で消毒されていますが、くみ置き
すると時間とともに塩素の消毒性能が失われてい
きます。3日～1週間を目安に入れ替えましょう。

災害に備えて飲料水を備蓄しましょう！災害に備えて飲料水を備蓄しましょう！

日頃の備えが
大事だよ！ 飲料水の備えはできていますか？

　飲料水は、『1人あたり1日約3ℓ』が目安とされています。また、災害発生から救援体制が整うまでに『約3日間』を要すると言われています。
　企業団では、水道施設の耐震化や緊急時の給水拠点の整備など、災害への備えを進めていますが、もしものために、ご家庭でも『1人あたり3ℓ×3日分』
の飲料水の備蓄をお願いします。
　また、お風呂の残り湯もすぐに捨てずにためておくと、いざという時に雑用水として有効に利用できます。

例）4人家族の場合

4人×3ℓ×3日＝36ℓ
ちなみに、36ℓってどのくらい？

2ℓペット
ボトルだと
約18本分

18ℓポリ
タンクだと
約2本分

非常用飲料水備蓄のサイクルを
うまく作りましょう！

　毎日の生活の中で、うまく使いながら、使った分
を補充する、といった、循環させることが重要です。 
　常に非常用飲料水の量と、保存の期限を意識で
きるので、おすすめです。

　企業団では、災害に備えて桐生市・足利市・
佐野市との間で、水道災害時における相互応援
給水を目的として、「水道災害相互応援に関する
協定」を締結し、応援給水用配水管を接続してい
ます。
　毎年、全接続箇所の点検をし、有事に備えてい
ます。

水道水を保存する場合水道水を保存する場合
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工事中は大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。工事中は大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

再構築事業における管路整備工事の紹介再構築事業における管路整備工事の紹介
　再構築事業とは、広域化に伴う行政区域をまたぐ連絡管を整備することにより、
浄水場等の既存施設の統廃合を実施し、効率的な水運用を図っていくものです。
　再構築事業には、大きく分けて施設の整備と管路の整備がありますが、ここでは
平成30年度に実施する管路整備について紹介します。

平成30年度　送水管布設工事
（館林第三～明和大輪）

平成30年6月～平成31年2月
工事実施期間（予定）

　館林市下三林町に位置する館林第
三配水場の管末と明和町大輪に位置
する明和大輪浄水場区域の約0.9km
のうち、平成30年度は約0.5kmの区
間を内径250ｍｍの管でつなぐ工事
で、この工事によって明和大輪浄水
場の機能縮小が可能となります。

平成30年度　送水管布設工事
（東長岡幹線～大泉第一浄水場）

平成30年6月～平成31年2月
工事実施期間（予定）

　太田市南矢島町に位置する太田東長
岡幹線の管末と大泉町城之内に位置す
る大泉第一浄水場間の約3.9kmのう
ち、平成30年度は約2.4kmの区間を
内径400ｍｍの管でつなぐ工事で、こ
の工事によって大泉第一浄水場の機能
縮小が可能となります。

間々下橋

館林第三配水場

H31施工予定H31施工予定

H30
∅250×500m
H30
∅250×500m

大泉第一
浄水場

既設管∅400既設管∅400

H31
施工予定
H31
施工予定

H30その1
∅400×1400m
H30その1

∅400×1400m
H30その2

∅400×1000m
H30その2

∅400×1000m

凡例
平成30年度施工
平成31年度予定

※国土地理院の電子地形図
　（タイル）に工事箇所等を
　追記して掲載。
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※国土地理院の電子地形図
　（タイル）に工事箇所等を
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水道管の洗浄作業を行っています！水道管の洗浄作業を行っています！

作業は、夜間に行います！作業は、夜間に行います！

　群馬東部水道企業団では、道路に埋設されている水道管の洗浄
作業を行っています（洗浄作業は、館林地区から順次行う予定で
す）。

　水道管の中にたまっている水アカや
鉄サビなどを取り除くために、多量の
水を流して、その勢いで消火栓などか
ら一気に吐き出す作業をしています。

どんなことをしているの？

　洗浄作業は、夜11時から、翌朝5時までの夜間
に行います。
　作業時間中は、にごり水が出たり、にごり水を
引き込むと機器の故障の原因となることが想定
されるため、水のご利用はお控えください（作業
時間中に水を使用される場合は、事前にくみ置き
などのご協力をお願いします）。

管の中もすっきりきれいに！

こんな作業を
しています！

洗浄作業をすると…

にごりが広がらない
よう、バルブを閉め
ています。

準備完了！　排水開
始です。

きれいになるまで排
水します。

納付の
お願い

　皆さまの水道料金は、管の工事や浄水場の整備を行うための大切な収入です。期日までにお支払いをお願いい
たします。納入通知書でのお支払いの方は、企業団窓口や金融機関、コンビニエンスストアなどでお支払いいた
だけます。
　また、クレジットカードによる継続的なお支払いも可能です。
　なお、企業団では便利な口座振替をお勧めしています。決まった日に自動的にご指定の口座から振り替えます
ので、お支払いの手間が省けて大変便利です。ぜひ、ご利用ください。

口
座
振
替
が

便
利
で
す

古紙パルプ配合率70％再生紙と環境
にやさしい大豆インキを使用しています
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企業団ホームページを開設しています。さまざまな情報を公開していますので、ぜひご覧ください。　http://www.gtsk.or.jp
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　　　水道週間のPRを行いました
　６月１日から７日まで全国で水道週間が実施されました。水道
週間とは皆さんに水道について考えていただくことを目的とし
て、毎年実施されているものです。
　今年度は館林ケーブル
テレビにおいて、初めて
PR活動のコマーシャルを
放送しました。
　コマーシャル撮影には
構成団体のマスコット
キャラクターに参加して
もらい、華やかな雰囲気
で撮影を行うことができ
ました。

      問い合わせ先
営業日・時間

区　　分 数　　量

給
水
状
況

配 水 量（㎥） 32,461,778  

1 日平均配水量（㎥） 178,361  

給 水 戸 数（戸） 190,944  

給 水 栓 数（栓） 219,724  

給 水 人 口（人） 454,665  

給 水 量（㎥） 26,585,161  

1日平均給水量（㎥） 146,072  

給
水
量
内
訳

一 般 用（㎥） 26,554,754  

湯 屋 用（㎥） 1,908  

臨 時 用（㎥） 28,499  

　計 （㎥） 26,585,161  

　水道メーターは、計量法により交換時期が定められています。
群馬東部水道企業団は、この法律に従い、定期的に水道メーターの
交換を行っています。
　交換時期にあたるお客さまには、事前に交換期間、工事業者名な
どを記載したお知らせを郵送しますので、ご協力をお願いします。
　※水道メーターの交換費用は無料です。
　※屋外作業ですので、お留守でも実施させていただくことをご了
承ください。

　７月５日の企業団理事者会議において副企業長が新
たに互選により選任されました。
【副企業長】須藤　昭男（みどり市長）　
　７月６日の企業団臨時議会において提出された人事
案件が可決され、監査委員が新たに選任されました。
【監査委員】青木　満（議員選任委員）

　水をきれいにする工程について、意外と知られていないことが多い
のではないでしょうか。
　浄水場では河川や井戸から取水した水の浄水処理と水質管理を行
い、安全な水道水を安定して供給しています。
　小学4年生の校外学習の一環で、毎年たくさんの児童が浄水場見学
に訪れます。見学会は、どのような処理工程を経て安全で良質な水道
水がつくられるのかを見ていただき、水道事業に対する理解を深め、
水道をより身近なものに感じてもらうことを目的に実施しています。

今回は太田渡良瀬浄水場、館林第二浄水場・館林
第三配水場、みどり塩原浄水場に行ってきました！

いつでも安心してお水が
使えるのは浄水場できれいに
しているからなんだね！

安心安全なお水について
勉強して来たよ！浄水場見学

水道水が家庭に届くまでを
学びました。

ろ過池のしくみを教わりました。浄水過程の説明を聞きました。

交換期間（平成30年）
1期目 7月21日～ 8月10日
2期目 8月21日～ 9月10日
3期目 9月21日～10月10日
4期目 10月21日～11月  9日

平成29年度下期水道事業会計報告

資
本
的
収
支

収　入 国庫補助金 企業債 負担金 固定資産売却代金

21億
6,191万7千円

7億1,450万1千円 12億円 2億4,741万1千円 5千円
(33.1%） (55.5%） (11.4%） (0.0%）

支　出 建設改良費 企業債償還金

48億
7,046万6千円

40億2,165万7千円 8億4,880万9千円
(82.6%） (17.4%）

収
益
的
収
支

収　益 営業収益 営業外収益 特別利益

54億
2,778万4千円

45億9,139万1千円 8億2,445万3千円 1,194万円
(84.6%） (15.2%） (0.2%）

費　用 営業費用 営業外費用 特別損失

62億
407万3千円

57億7,335万1千円 3億7,702万円 5,370万2千円
(93.0%） (6.1%） (0.9%）

　平成29年度下期における
総収益は、54億2，778万４千
円、総費用は、62億407万
３千円となりました。
　なお平成29年度の純利益
は、９億７，６７６万３千円とな
りました。
　平成30年度も経営の合理
化を続け黒字化に取り組み
ます。
　資本的収入は21億6,191
万７千円、資本的支出は48
億 7,046万6千円となり、浄
水場の整備や水道管の更新
に努め、安心安全な水道水
を送り届けます。

※期日は変更になる場合があります。

●太田本所
 太田市浜町11-28
 0276-45-2731
 0276-45-2735

●館林支所
 館林市広内町3-10
 0276-80-3201
 0276-75-4134

●みどり支所
 みどり市大間々町大間々1511
 （みどり市役所大間々庁舎内）
　 0277-73-2411
　 0277-73-2412

●板倉営業所
　板倉町板倉2067（板倉町役場第二庁舎内）
●明和営業所
　明和町新里250-1（明和町役場内）
●千代田営業所
　千代田町赤岩1895-1（千代田町役場内）

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）、午前8時30分～午後5時15分

●大泉営業所
　大泉町日の出55-1（大泉町役場内）
●邑楽営業所
　邑楽町中野2570-1（邑楽町役場内）

新しい副企業長、監査委員が
選任されました

水道メーターの交換を行っています
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