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群馬東部水道企業団群馬東部水道企業団

ご利用可能なスマホ決済サービス

12月 1月
28日㊋ 29日㊌ 30日㊍ 31日㊎ 1日㊏ 2日㊐ 3日㊊ 4日㊋
営業 休業 営業
　年末年始の休業中は水道の使用開始・中止、料金のお支払いなどの
受け付けはできませんので、早めの手続きをお願いします。

年末年始の営業について

●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

問い合わせ先

●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

●営業日・時間：月〜金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
午前8時30分〜午後5時15分

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

スマホ決済はじめました
　納付書のバーコードをスマートフォンアプリのカメラで読み込むだけで、
いつでもどこでもお支払いができます。
　ぜひご利用ください!
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au PAY
請求書支払い

J-Coin
請求書払い

LINE Pay
請求書支払い PayB PayPay

請求書払い
銀行Pay

（ゆうちょPayなど）
楽天銀行

コンビニ支払サービス

水道料金

凍結防止対策 凍結してしまったら

凍結防止対策してますか
気温が下がると、蛇口や水道メーターなど水道管が凍りやすくなります。早めの対策を心掛けましょう。

屋外
　蛇口部分にはタオルなど
を、立ち上がり管には水道
用保温チューブを巻いて保
温します。

屋外
　蛇口を開放状態にし、タオルなどをかぶ
せた上からゆっくりぬるま湯を繰り返しかけ
て溶かします。
　立ち上がり管は保温チューブなどを外し
直接ぬるま湯をかけます。
※熱湯を直接かけると破損する場合があり
ます！

水道管が破裂したら
　メーターボックス内の止水栓を閉め、水を
止めます。
　群馬東部水道企業団指定の給水装置工
事事業者（宅内修繕対応業者）に依頼します
（費用はお客さま負担です）。
　マンションなどにお住まいの方は建物の
管理者にご連絡ください。

メーターボックス内
　布切れや発泡スチロール
などをぬれないようビニー
ル袋に入れ、メーターボック
ス内に敷き詰めます（メー
ター上部は隠さないでくだ
さい）。

最低気温
-4℃以下注意
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群馬東部水道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。　https://www.gtsk.or.jp

今回の「群馬東部水道企業団　水道だより」は１部あたり4.14円で作製しました。

水道料金
82億360万円

水道加入金等

17億5,178万円

維持管理費

38億4,790万円

減価償却費等

42億7,654万円

支払利息

4億3,070万円

利益
14億24万円

収入

支出

収益的収支

資本的収支

水道水をつくるための収入と支出

施設を整備するための収入と支出

収支不足額
52億1,081万円68億4,161万円

20億1,645万円

投資等
2億96万円

14億2,439万円

企業債

20億円

負担金等

4億2,382万円

※利益は、施設を整備するための資金として活用します。

※収支不足額は、減価償却費や積立金などの内部留保資金で補塡します。

（消費税および地方消費税抜き）

（消費税および地方消費税込み）

決算の概要

※主な工事
●館林第二浄水場受変電設備更新工事、板倉北浄水場配水設備工事など
●配水管布設および布設替工事 約36km、広域化に伴う送水管布設工事 約5km

利益利益

支出

収入

収支不足額収支不足額

借りたお金を返済する費用
企業債償還金

建設改良費
水道施設の建設や老朽化
施設の更新費用

国庫補助金国債等購入費用
施設建設に対する国の補助金

水道施設を建設するため
に借りたお金

消火栓設置費や管路布設
の負担金

水道施設を造るために
借りたお金の利息

浄水場など長期使用する
施設の1年ごとの価値減
少分を費用化したもの

人件費・委託料など 水道加入のときなどに
頂いたお金

●募集時期　令和4年1月17日㈪から令和4年2月17日㈭まで
●実施機関　企画課企画係　 0276-49-5355
●閲覧場所　企業団ホームページ、太田本所（企画係）、館林支所、

みどり支所
※水道ビジョン(素案)や意見送付方法などの詳細は、募集期間中に
企業団ホームページなどでご覧いただけます。

みどり支所の建設が始まりました

　現在のみどり支所は、みどり市役所大間々庁舎の２階を借りて営業
していますが、機能を集約し効率化を図るため、「４つの基本理念」を
基に、新しいみどり支所の建設を進めています。

人事行政の運営等の状況
■職員の任免および職員数
　企業団の職員は、専任職員と地方自治法第２５２条の１７の規定による構成市町
および群馬県からの派遣職員で構成されています。また、令和２年度から専任職員
を企業団が出資する法人「株式会社群馬東部水道サービス」へ退職派遣しています。

■ 職員の給与
　派遣職員の給与は、派遣元団体の関係規程を適用し、企業団が負担しています
（ただし、群馬県からの派遣職員は、群馬県から支給し、企業団は負担金を群馬県
へ支払いしています）。

【職員1人当たり人件費】

職員数 人件費額 1人当たり
人件費給　料 手　当 法定福利費 計

51人 208,205千円 127,287千円 70,373千円 405,865千円 7,958千円
※児童手当、退職給付負担金は除く
※退職派遣者、群馬県からの派遣職員は除く

（令和2年度決算）

■ 年次有給休暇の取得状況
　平均取得日数　１３．１４日（令和２年１月１日〜令和２年１２月３１日）

※上記以外の項目は、企業団ホームページをご覧ください。

■ 職員の勤務時間その他の勤務条件
【勤務時間】

1週間の勤務時間 始業時刻 終業時刻 休憩時間
38時間45分 午前8時30分 午後5時15分 正午〜午後1時

【職員の平均給料月額等および平均年齢】
区　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

群馬東部水道企業団 349,000円 399,332円 45.3歳
県内市町村 318,506円 378,213円 41.8歳
国 327,564円 408,868円 43.2歳

（令和2年4月1日現在）

　令和３年９月定例会において人事案件が可決され、監査委員が選任されました。

【監査委員】堀口正敏（邑楽郡議長会会長・明和町議会議長）

新しい監査委員が決まりました

9月定例会　【令和3年10月13日開催】
議案番号 件　　　名 議決結果
議案第１０号 令和２年度群馬東部水道企業団水道事業会計決算認定について 原案可決

議案第１１号 令和２年度群馬東部水道企業団水道事業会計未処分利益剰余金
処分について 原案可決

議案第１２号 群馬東部水道企業団監査委員選任の同意について 原案可決

議案第１３号 令和３年度群馬東部水道企業団水道事業会計補正予算（第１号）に
ついて 原案可決

議会情報

　水道を取り巻く状況の変化を的確に捉え、安全な水道水の安定供
給およびサービスのさらなる向上を図るため、令和4年度から15年度
までの12年間に企業団が取り組むべき方針として「群馬東部水道企
業団水道ビジョン（素案）」を作成しました。
　この素案について、皆さんからのご意見を募集します。

あなたのご意見を
お聞かせください　　

【職員数の状況】
専任職員 派遣職員 合　計一般職員 退職派遣職員 計

26人 2人 28人 35人 63人

（令和2年4月1日現在）

派遣職員の内訳 合　計太田市 館林市 みどり市 群馬県
20人 4人 1人 10人 35人

※再任用短時間勤務職員を含む

　群馬東部水道企業団水道ビジョン（素案）について
ご意見を募集します。

　なお、新庁舎は令和4年秋に竣工予定です。
※詳細は企業団ホームページの「みどり支所建設基本計画」をご覧く
ださい。

1 利用しやすく親しみやすい快適な支所
2 住民の生活を守る安全・安心な支所
3 長期間にわたって使用できる効率的で経済的な支所
4 地球に優しいエコな支所


