
毎年、冬季には凍結による水道管の破損、漏水の被害が発生しています。
外の蛇口など、凍結しやすい場所の水道管には防寒対策をお願いします。
毎年、冬季には凍結による水道管の破損、漏水の被害が発生しています。
外の蛇口など、凍結しやすい場所の水道管には防寒対策をお願いします。

水道管の防寒対策水道管の防寒対策
冬がやってきます

を忘れずに！
冬がやってきます

を忘れずに！

水道記念館 冬休みキャンペーン

岡山市水道記念館
入館料無料休 館 日： 毎週月曜日（月曜が祝日の場合は翌日）

　　　　　年 末 年 始（12月29日から1月3日）

開館時間： 午前10時から午後4時30分（最終入館午後4時）
岡山市北区三野一丁目2番1号
（三野浄水場構内）

☎086-232-5213
団体見学の申し込み等は、
岡山市水道局配水部浄水課（086-222-3939）へ
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発行：岡山市水道局総務部企画総務課 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号 / Tel.（086）234-5907 / Fax.（086）221-8907

ワークショップ実施時間／ （各日）午前10時～午後3時 参加無料

12 25　火 26水 27木
スライムや記念メダルを作ってみよう！
特別な3日間！

12月25・26・27日の3日間、
記念館内でスライムやメーター
蓋を使った記念メダルが作れる
ワークショップを開催します。

スライム 記念メダル

お早めに！
材料がなくなり次第
終了となります。

平成30年度水道週間 児童作品入賞者発表！

来年度も６月１日から児童作品を募集します。たくさんのご応募お待ちしてます！

図画・ポスターの部 習字の部

南輝小学校
５年 藤井 叶羽 さん

学校法人朝日学園朝日塾小学校
４年 難波 愛華 さん

芳泉小学校
４年 森川 央誠 さん

岡山大学教育学部附属小学校
６年 板野 友美 さん

岡山市長賞賞賞 岡山市水道
事業管理者賞

賞賞 岡山市長賞賞賞 岡山市水道
事業管理者賞

賞賞

６月１日からの水道週間にて募集した児童作品の入賞者が決定しました。おめでとうございます！

4

地

天表面

CMYK　KI-19-79　水道局だよりVOL.56　表　初校　11/15　齋藤麻衣　PTR　CC2018　EQ



冬はもう目前！水道管にも冬支度を！

STOP！空家漏水！

など、お困りのときは、
電話受付センターまでご連絡ください。

水道管のことでお困りのことはございませんか？

水源かん養林を守り育てる 岡山市水道局の取組

水源かん養林の

3つの役目
緑のダム1 水を蓄える

自然の防壁2 土砂の流出を防ぐ

天然の浄水場3 水をキレイに

　岡山市水道局では、主な水源としている旭川の上流
域において、昭和４０年から水源かん養林を守り育てる
「水源林事業」を行っています。水源かん養林は、雨水を
蓄えたり、土砂の流出や山崩れの防止、また、地下に
しみこんだ雨水の不純物をろ過してきれいにするなど、
水道水の源として大変重要な資源です。
　１０月２８日には新庄村で水源林体験イベントを開催し、
市民の方に下刈りなどの保育作業を体験していただき
ました。

　普段人が住んでいない建物では、漏水が発生
しても、誰にも気付かれず放置されてしまい、

などの問題が起こる可能性があります。
空家や普段使っていない建物では、止水栓（水道
の元栓）を閉めておきましょう。

止水栓

閉

☎(086)-234-5959
□ 止水栓の場所がわからない。
□ 空き家の水道が
　 契約中かどうかわからない。
□ ご近所の漏水を発見した。

建物が水浸しになる、
高額な請求が発生する、

「水源林体験ツアーin新庄村」に参加していただいた皆さま

　保温材を蛇口まで巻きます。

防寒対策ってどうやるの？

屋外の水道管など、
凍りやすい場所の
蛇口をしっかりと
防寒対策しましょう！

　寒い冬になると、凍結によって水が出なく
なったり、水道管破損、漏水被害が発生する
可能性があります。

冬は水道管の凍結に注意！森林が水を蓄え、雨水をきれいにしています

月～金曜日（祝日、年末年始を除きます）
午前8時30分～午後7時受付時間

夜間、少量の水を流し続けておくと、凍結しにくくなります。
浴槽やバケツなどに貯めておき洗濯などにお使いください。

保温材はホームセンターなどで購入できます。
また、乾いた毛布、布などでも代用できますが、その時は、
上からビニールなどを巻いて濡れないようにしてください。
右図のように上までしっかり巻きましょう。

豆知識

＜収入＞
153億6,455万円

＜支出＞
133億1,429万円

施設の償却
54億2,647万円

当年度純利益
20億5,026万円

水道料金
126億7,686万円

施設の取得に充てた
補助金・負担金等
18億3,409万円

借入金の
利息の支払い
5億1,486万円

修繕費、職員給与費、電力費など施設を
維持し、水を送るための費用
73億7,296万円

その他の収入
8億5,360万円

＜資本的収支不足額＞
65億1,537万円

＜収入＞
25億7,125万円

＜支出＞
90億8,662万円

水道施設
整備のための
積立金等

補てん財源

借入金
11億5,000万円

借入金の元金返済等
17億4,934万円

水道管など水道施設を
更新・整備するための費用
73億3,728万円

　平成２9年度決算では約２0億5,026万円の当年度純利益を計上しています。
　なお、この当年度純利益は翌年度以降の水道施設整備のための資金として活用します。

水道水をつくり送り届けるための
経費とそのために必要な財源

収益的
収支

水道施設を整備するために必要な
経費とそのために必要な財源

資本的
収支

平成29年度 決算のお知らせ

工事負担金などの収入
14億2,125万円

アクア通信 Vol.56 水道局だよりアクア通信 Vol.56 水道局だより
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毎年、冬季には凍結による水道管の破損、漏水の被害が発生しています。
外の蛇口など、凍結しやすい場所の水道管には防寒対策をお願いします。
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スライムや記念メダルを作ってみよう！
特別な3日間！
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記念館内でスライムやメーター
蓋を使った記念メダルが作れる
ワークショップを開催します。
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お早めに！
材料がなくなり次第
終了となります。

平成30年度水道週間 児童作品入賞者発表！
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事業管理者賞

賞賞 岡山市長賞賞賞 岡山市水道
事業管理者賞

賞賞

６月１日からの水道週間にて募集した児童作品の入賞者が決定しました。おめでとうございます！
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