
奈良 上下すいどうだより

奈良上下すいどうだより
は年２回（１月・７月）の

発行です。

第75号
2023.1.1発行

奈良市企業局はこれからも様々な経営手法を検討していきます
貯水槽水道の管理は適切に
令和３年度決算のあらまし
奈良市の水道水の水質について
水道管にも冬支度を
質問コーナー
水道料金の基本料金を２か月分減免します
引っ越しのときは忘れずに
上下水道クイズ
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　令和４年１０月４日に行われた市長記者会見において、奈良市は県域水道一体化への参加を見
送ることを表明しました。
　※内容については、企業局ＨＰ「県域水道一体化への参加に　
　係る判断について」をご参照ください。

　奈良県提案の県域水道一体化に関し、奈良市が参加の是非を検討するに当たり幅広い意見を
聴取するため、学識経験者、奈良市議会議員、市民代表の皆様を出席者として「奈良市県域水
道一体化取組事業懇談会」を設置しました。下記のとおり全５回開催し、出席者の皆様から貴重
なご意見をたくさんいただきました。
　９月定例市議会での質疑や市民から寄せられる声では一体化に対し慎重な意見も多く、奈良市
独自のシミュレーションにおいては、奈良市が単独で経営する方が一体化するより有益であると
いう判断から今回の結論に至りました。

　しかし、水道の広域的な連携は、人口減少に伴う有収水量の減少、水道職員の減少、管路更
新需要の増加など、様々な問題が山積する中での解決を探る有効な手段であるという認識は変わ
りません。将来にわたり持続可能な水道事業を行うためにも、引続き他市町村や関係団体との共
同化等の議論を続けてまいります。　

【懇談会開催日】

第１回懇談会　５月２０日

第２回懇談会　６月２２日

第３回懇談会　７月１２日

第４回懇談会　８月 ４日

第５回懇談会　８月３１日

https://h2o.nara.nara.jp/info_815.html

こちらから
ご覧いただけます▶

https://h2o.nara.nara.jp/introduce_782.html

https://h2o.nara.nara.jp/file_library/997004194.pdf

２０２２.１.１発行の「奈良上下すいどうだより」第７３号に
説明が載っています。 こちらからご覧いただけます▶
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懇談会のようす

懇談会の概要や資料は企業局ホームページへ
（奈良市県域水道一体化取組事業懇談会）

奈良市企業局はこれからも
様々な経営手法を検討していきます。

～県域水道一体化とは？～



貯水槽水道の管理責任について

定期的な清掃と水質検査を行ってください！
受水槽及び高置水槽の清掃

　毎年1回以上、定期的に清掃
登録業者等による清掃を行って
ください。

●清掃登録業者一覧について
は、奈良県消費・生活安全課ホー
ムページを参照してください。
（参考）「県内ビル管理登録業者」
（建築物飲料水貯水槽清掃業）

受水槽及び高置水槽の点検

水質検査の実施
［日常の点検］
蛇口から出る水に色、にごり、におい、味な
どに異常がないか定期的に点検し、残留塩素
も測定してください。もし、異常があった場
合は、その都度、水質検査を行ってください。
［定期検査］
毎年１回以上定期的に水質検査を行ってください。
●水質検査については、厚生労働省ホームページ「簡易専用水
道検査機関登録簿」を参照し、厚生労働省登録の検査機関に
依頼してください。　

異常発生時は
　貯水槽水道を利用している方が、水質や設
備に異常を感じた場合は、水の使用を停止し、
設置者または管理人に連絡してください。
　設置者または管理人は直ちに給水を停
止し、利用者に知らせ、速やかに対策を講じるとともに奈良市
保健所と奈良市企業局にも連絡してください。
【問合せ】
奈良市保健所保健衛生課 　0742-93-8395（直）
奈良市企業局給排水課給排水検査係 　0742-34-5200（代）

　水槽のふたの施錠、水槽のひ
び割れ、水槽内の異物の有無な
ど定期的に点検を行ってく
ださい。
●点検登録業者一覧につい
ては、奈良県消費・生活安
全課ホームページを参照し
てください。（参考）「県内
ビル管理登録業者」（建築
物環境衛生総合管理業）

せじょう

ポンプ

高置水槽

受水槽

止水栓 市メーター
（局財産）

止水栓市メーター
（局財産）

給水装置 給水装置 貯水槽水道

個人財産（市メーターは局財産） 個人財産（市メーターは局財産）

配水管

局財産

［ 呼　び　名 ］
［ 財産区分 ］

　水道法によって、ビルやマンションなど有効容量が１０㎥を超える受水槽の設置者には、適正な管理及び検査
が義務付けられています。また、有効容量が１０㎥以下の受水槽についても、奈良
市水道事業給水条例で、設置者に対して適正な管理及び検査をお願いしています。
　奈良市企業局においては貯水槽水道に関する情報の提供や設置者に対しての指
導、助言を行っています。設置
者または管理人の方は、受水
槽及び高置水槽の清掃
や検査を定期的に
行い、安全で清潔
な水を確保してく
ださい。

貯 水 槽 水 道 の 管 理 は 適 切 に !

【貯水槽水道の記事に関するお問合せ】   奈良市企業局給排水課給排水検査係　　0742-34-5200（代）
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令和３年度決算のあらまし

水道事業会計

水道料金収入は前年度比４.３億円増となりましたが、これは新型コロナウイルス感染拡
大に伴う支援策として、令和２年度に２か月分の基本料金を減免したことの反動による
ものです。給水人口の減少や節水機器の普及に伴い、料金収入については依然として
減少傾向となっておりますので、今後も経営努力を重ね健全経営に努めてまいります。

下水道事業会計

下水道事業会計は使用料を改定させていただいたこと等により、約６.１億円の純利
益を計上し、令和２年度に引き続き黒字となりました。しかしながら、多額の累積
欠損金が残っているため、令和２年度に経営戦略を策定し、この戦略に沿って累積
欠損金の削減に努めてまいります。

主な事業（金額は税込み）

主な事業（金額は税込み）

※１  施設をつくるために受けた補助金などを、施設の減価償却にあわせて収益として計上していくものです。
※２  奈良市の公共下水道は約９０％が奈良県が運営している奈良県流域下水道に接続しているため、下水道を建設する費用や
　　 施設を維持管理する費用を負担しています。

※１  施設をつくるために受けた補助金などを、施設の減価償却にあわせて収益として計上していくものです。

収益87.9億円

費用76.6億円

収益81.9億円

費用75.8億円

料金収入70.4億円

減価償却費等
30.0億円

※１ 長期前受金戻入13.0億円

その他収入4.5億円

施設の維持管理等の
費用 26.7億円

※２ 県に支払う
　　下水道使用料
　　20.0億円

※１
長期前受金戻入
24.2億円

人件費及び退職給付費
11.7億円

借入金の利息の支払
1.9億円

県営水道水購入費用 6.3億円

奈良市の水道水の水質について

使用料収入 49.8億円

減価償却費等
38.9億円

その他収入7.9億円

借入金の利息の支払 3.0億円

人件費及び退職給付費 2.1億円

施設の維持管理等の費用 11.8億円

水質検査結果は毎月更新！
水質検査計画や過去の試験結果も
掲載しています。

全て
水質基準
に適合！

https://h2o.nara.nara.jp/introduce_770.html

純利益 11.3億円

純利益 6.1億円

全
検
査
地
点
で

●施設の耐震化    ………………………３億７,５００万円
　施設の耐震化を図る事業として、緑ヶ丘浄水場高架
水槽更新工事が竣工。
●施設の更新   …………………………４億８,９００万円
　「水道事業におけるＩｏＴ活用推進モデル事業」として、
緑ヶ丘浄水場中央監視制御システム更新工事を実施。
●老朽管の更新 ………………………１１億４,６００万円
　安定給水を図るため、老朽管の更新工事などを実施。
●鉛給水管の解消   ……………………１億７,０００万円
　鉛給水管の残っている割合の高い地区を対象に、鉛
給水管布設替工事を６０５箇所実施。また、早期の
鉛給水管の解消を図るため、布設替工事に対する補
助金交付制度を定め、令和元年度から施行。

●公共下水道の普及促進  ……………… ３億３００万円
　未普及地域の解消や環境改善のため、公共下水道新
規築造工事等を実施。
●浸水対策事業  ………………………… ３億１００万円
　ならまち周辺など、下水と雨水の合流区域の豪雨時
における浸水被害の軽減を目的として、雨水を直接
河川に放流する吉城川バイパス築造工事を実施。
●管渠の改築工事の実施  ………………… １,８００万円
　維持管理費用の最小化を図るために策定されたス
トックマネジメント計画に基づき、管渠の改築を実施。
●老朽管の更新  ……………………………２,７００万円
　老朽化したマンホール蓋による人身事故等を未然に
防ぐため、下水道長寿命化支援制度による国庫補助
を活用して取替工事を実施。

水質情報



質 問 コーナー　
水道管の長さ（総延長）ってどれぐらいなの？

奈良市の水道管の総延長は、約2,000km※だよ。
これは、奈良市から北海道函館市までの往復直線距離（約1800km）
より長いんだ。これだけの水道管が奈良市の縦横に張り巡らされて
いるから、みんなのもとにお水を届けることができるんだよ。
※令和３年度上下水道事業年報 「導・送・配水管布設延長（上水道・月ヶ瀬・都祁）」より

A
Q

みなさまからの質問に
なみかちゃんがお答えします。

凍って水がでなくなった場合の対処法

メーターより宅内側で水道管が破裂した場合の対処法

すぐにできる防寒対策
凍った部分にタ
オルなどをかぶ
せ、その上から
ぬるま湯をゆっ

　　　くりかけてください。
熱湯は絶対にかけないでく
ださい。水道管や蛇口が破
損するおそれがあります。

まず、メーターボックス内にある止水栓を閉めて水を止めます。その後、
奈良市企業局指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
（修理に要する費用等は、お客さまのご負担となります。また、集合
住宅等にお住まいの場合は、管理会社等にご確認のうえ、修理依頼
をしてください。）

氷点下にはご用心！

●保温材を巻き付け、水道管に外気が
直接触れないようにする。

奈良市企業局指定給水装置工事事業者の一覧は　
こちらから確認できます。

▲

https://h2o.nara.nara.jp/info_620.html

外気温が氷点下になると水道管が凍結して、水が出なくなったり、水道管が破裂して
水漏れが起きる場合があります。
冬本番を迎える前に、できるだけ早めに防寒対策をしておきましょう。

ビニールテープ

保温材
（タオルや布切れ等）

凍結し
やすい

水道管にも
冬支度を！

冬
場
で
も
こ
ま
め
な
水
分
補
給
を
心
が
け
ま
し
ょ
う

ビニールテープは
下から上に巻いてください。

タオルなど

ぬるま湯

こんな場合は
特に注意！

●外気温が－４℃以下になるとき
●長期間水道を使用していないとき
●屋外でむき出しになっている水道管
●北向きの日かげや風あたりが強いところの水道管や水道メーター

止水栓

気をつけて！

4



5

前回の奈良上下すいどうだより第74号の答えは「コップ１杯程度をこまめに飲む」でした。多数のご応募ありがとうございました。

水道水を飲んでいますか？
※水道水を沸騰させたり、お茶やコーヒーに使用したりする場合も
含みます。

ひとこと
アンケート

前回のアンケート結果

奈良市企業局 企業総務課 デザイン／株式会社アイプリコム
印　　刷／共同精版印刷株式会社
配　　布／有限会社レジオン

〒630-8001 奈良市法華寺町264番地１

ホームページ
https://h2o.nara.nara.jp

0742-34-5200（企業局代表）
編集
発行

　引っ越しなどで水道・下水道の使用を始める時や中止される時は、３～４営業
日前までに下記へご連絡ください。（インターネットでのお申し込みは、７営業日
前まで）さかのぼっての中止はお受けできませんのでご注意ください。ご連絡が
ない場合、水道をお使いにならなくても基本料金がかかります。ただし、集合住
宅にお住まいの方で、管理組合などに水道料金等をお支払いの方は、
そちらへお問い合わせください。

引っ越しの
ときは
忘れずに！ ●ご連絡時には、使用者番号か水栓番号をお知らせください。

●水道料金等は、２か月遅れでご請求させていただいているため、
中止の際は中止月を含めた複数月分のご精算になります。

お問合せ
〈営業時間〉月～金曜日（祝日を除く）午前８時30分～午後５時15分
インターネット▶『ｅ古都なら』よりお手続きください。
https://s-kantan.jp/city-nara-u/offer/offerList_initDisplay.action

企業局計量センター　0742-45-4472

奈良市企業局 検　索

水道料金が減免となる月と金額

コロナ禍において原油価格や物価が高騰している現下の状況を踏まえ、市民生活及び経済活動を支援するため、水道の「基本料
金」を２か月分減免します。

水道料金は、口径によって定められた基本料金と使用量に応じた従量料金の合計額です。このうち「基本料金」を2か月分減免
するもので、水道料金の全額が無料になるわけではありません。この減免に伴う申込手続は必要ありません。また、検針時に投
函させていただく「水道ご使用水量等のお知らせ」には減免前の金額が記載されるため、実際の請求金額とは異なります。
下水道使用料等は今回の減免対象外です。

令和５年２月・３月請求分が対象
（令和４年１２月分と令和５年１月分の水道料金）
※毎月検針の方は令和５年１月分と２月分の水道料金
公共施設については、今回の減免対象外です。

お客さまセンター  　0742-35-6825お問合せ

注意事項

口径13mm
口径20mm
口径25mm

2,728 円
3,509 円
4,290 円

1,705 円
1,705 円
1,705 円

△1,023 円
△1,804 円
△2,585 円

減免前 減免額

水道料金の基本料金を２か月分減免します
-コロナ禍における物価高騰などの状況を踏まえた支援策-

減免後

水道管が凍って水が出なくなった場合は、凍った部分にタオルなどをかぶせ、その上から〇〇をゆっくりかける。
〇〇に入る言葉はどれでしょう？

〒630-8001 奈良市法華寺町264番地１
奈良市企業局 企業総務課 上下水道クイズ係

問題

応募
方法

水道水を飲んでいますか？

①熱湯　②ぬるま湯　③冷水

上下水道クイズ ★正解者の中から、抽選でアルミボトル水5本または、図書カード
500円分をそれぞれ25名の方にプレゼント！

飲んでいる 98.9%
無回答 1.1%はがきに、①住所②氏名③年齢④電話番号⑤クイズの答え

⑥ひとことアンケートの回答⑦希望賞品名⑧興味のあった記
事・ご感想⑨次号に載せてほしい記事を記入し、令和５年
１月２０日（金）までにお送りください。
（当選発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。）
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水道水を飲んでいますか？
※水道水を沸騰させたり、お茶やコーヒーに使用したりする場合も
含みます。

ひとこと
アンケート

奈良市企業局
マスコットキャラクター

なみかちゃん▶

一般家庭で１か月あたり20㎥を使用した場合（税込）


