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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
　年末年始の休業期間は水道の使用開始・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

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

　水道料金を口座振替でお支払いするだけで、
1回当たり100円（税抜き）が割引となります。す
でに口座振替をご利用の場合は、手続きの必要
はありません。この機会にぜひ、ご利用ください。

ご持参いただくもの　預貯金通帳、金融機関届出印、水道使用水量等のお知らせ（検針票）または
納入通知書

口座振替日は、検針月の翌月5日（金融機関が休みの場合は翌営業日）となります。

銀行 群馬銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、
足利銀行、東和銀行、栃木銀行、ゆうちょ銀行

信用金庫 桐生信用金庫、アイオー信用金庫、館林信用金庫、しののめ信用金庫、
足利小山信用金庫

信用組合 あかぎ信用組合、ぐんまみらい信用組合
労働金庫 中央労働金庫

農業協同組合 新田みどり農業協同組合、太田市農業協同組合、邑楽館林農業協同組合、
くまがや農業協同組合

　水道管は、気温がマイナス４℃以下になると凍結しやすく
なります。凍結した場合、水が出なくなり、水道管が破裂して
漏水することもあります。
　漏水の修理費や漏水分の料金は自己負担となりますので、
凍結防止を心がけましょう。

●屋外の水道管に保温材を巻きます。
（タオルや古い毛布でOK）
●保温材がぬれないように、ビニール
テープなどで巻きます。

凍結を防止するために 凍結してしまったら
●タオルなどをかけて、ぬるま湯をかけてください。
※熱湯はかけないでください。破裂やひび割れの原因になります。

破損してしまったら
●メーターボックスの中の止水栓を閉め、水を止めます。
●指定工事店に連絡してください。
※指定工事店の一覧はホームページに掲載しています。

水道メーターも守ろう
●発泡スチロールを入れたビニール袋や
布切れをメーターボックスの中に入れ
て保温します。

風あたりの
強い場所

日陰

水道メーター 露出した
水道管
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口座振替の申し込み方法

100水道料金の口座振替は100円お得です令和5年7月振替分からスタート

指定工事店一覧

申
込
窓
口

●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
　みどり市笠懸町鹿288-1
　 0277-32-3770
　 0277-32-3773

●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

ぬるま湯熱湯

水道管を冬の寒さから守りましょう!

1年間に
6回の口座振替で
600円もお得だね！
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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
81億4,222万円

水道加入金等

17億6,390万円

維持管理費

38億2,747万円

減価償却費等

43億7,119万円

支払利息

3億9,322万円

利益
13億1,424万円

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
57億4,380万円

73億9,013万円

20億3,338万円

投資等
1億9,644万円

15億8,024万円

企業債

20億円

負担金等

2億9,591万円

※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）

令和3年度 決算の概要

※主な工事
●東部浄水場浄水池増設工事、みどり浄水場次亜注入設備更新工事など
●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

収支不足額収支不足額

借りたお金の元金を返済
する費用

企業債償還金

建設改良費
水道施設を建設したり
老朽化した施設を更新
した費用

国庫補助金国債などの購入費用
国からの施設建設に対する補助金

水道施設を建設するため
に借りたお金

消火栓の設置費や管路
布設に対する負担金

水道施設を建設するため
に借りたお金の利息

浄水場や管路等の長期
使用する施設の1年ご
との価値の減少分を費
用化したもの

人件費・委託料など
水道加入・増設のとき
に頂いたお金

収入

収入支出

収入支出

99億
612万円
99億
612万円85億

9,188万円
85億
9,188万円

96億
1,995万円
96億
1,995万円

収入収入
38億
7,615万円
38億
7,615万円

人事行政の運営等の状況について
■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
（1）職員人件費

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 210,026千円 130,305千円 71,628千円 411,959千円 8,078千円
※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3年度決算）

■ 年次有給休暇の取得状況
　平均取得日数　14．１7日（令和3年１月１日〜令和3年１２月３１日）

（2）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 346,500円 397,503円 45.6歳
県内市町村 318,682円 380,092円 41.9歳

国 325,827円 407,153円 43.0歳

（令和3年4月1日現在）

10月定例会　【令和4年10月18日開催】
議案番号 件　　　名 議決結果

議案第9号 令和３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10号 令和３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11号 令和４年度群馬東部水道企業団水道企業会計補正予算（第１号）について 原案可決

議案第12号 群馬東部水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について 原案可決

議案第13号 群馬東部水道企業団職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 原案可決

議案第14号 群馬東部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁
償に関する条例の一部改正について 原案可決

議会情報

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

27人 2人 29人 28人 57人

（令和3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
19人 4人 1人 4人 28人

みどり支所新庁舎で業務スタート
　みどり支所の新庁舎が完成し、１０月３１日から業務を開始しました。
　みどり市内の水道の業務はすべて新しい庁舎で行います。

N

鹿の川沼鹿の川沼

岩宿博物館

JAにったみどり本店
（笠懸支店）
JAにったみどり本店
（笠懸支店）

みどり市役所
（笠懸庁舎）
みどり市役所
（笠懸庁舎）

笠懸小学校笠懸小学校

桐生信用金庫
笠懸支店
桐生信用金庫
笠懸支店

JA笠懸
給油所
JA笠懸
給油所
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新しい支所新しい支所

6969

健康センター
入口
健康センター
入口

鹿鹿

※上記以外の項目は、企業団ホームページをご覧ください。

ｄ払い、FamiPay追加しました
　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。

■ 育児休業の取得状況
出産職員数（Ａ） 育児休業取得者数（Ｂ） 取得率（Ｂ/Ａ）

男性 女性 男性 女性 男性 女性
２ １ ２ １ １００％ １００％

（令和3年度）

ご利用可能なスマホ決済サービス

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

ゆうちょPay 楽天銀行
コンビニ支払サービス

d払い
請求書払い

FamiPay
請求書支払い

NEW

監査委員　選任のお知らせ
　7月臨時会で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】小林正明（千代田町議会議長）

便利な
スマホ決済

NEW

所在地　みどり市笠懸町鹿２８８-１
電話　 ０２７７-３２-３７７０

（旧庁舎から電話番号が変更となっています）
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