
水道水とミネラルウォーター

　甲斐市の水道水は1㎥（1,000L）あたり平均112円です。つまり1円で500mℓのペットボ
トル約18本分の水をお使いいただけます。水道水の検査項目は51項目あり、安全な水をお客さ

まに供給しています。検査結果は市のホームページに毎月掲載していますので、いつでもご覧いただ

けます。

　ミネラルウォーターは水道水と違い、カルキなどが気にならず水本来の味を楽しめます。また、

ペットボトル等に入ったミネラルウォーターは、水道水に比べて長期保存ができることも大きな特

徴です。甲斐市ではミネラルウォーターの龍王源水を販売しています。龍王源水は賞味期限が約3年

と長期の保存が可能ですので、災害備蓄用や贈答用にもご利用ください。

水道水水道水

ミネラルウォーターミネラルウォーター

　春が近づき引越や新生活の準備で忙しいこの時期、ついつい忘れがちな水道料金の
支払いを口座振替に変えてみませんか。キャッシュカードによる口座振替の申請も可
能になり、手続きがさらに簡単になりました。

　水道を使わなくなる時は、必ず甲斐市水道事務所
お客さま窓口までご連絡ください。お客さまと日程
を調整し、閉栓作業に伺い、水道料金の精算を行い
ます。精算した料金のお支払いは原則として、次の
とおりになります。

◆市外転居の場合…閉栓作業後に現地にて直接お支
　　　　　　　　払い

◆市内転居の場合…納付書払い、口座振替
※ご連絡がない場合、お使いになられていない期間

も水道料金が発生しますのでご注意ください。

　水道を使い始めるには、甲斐市水道事務所お客さ
ま窓口で手続きが必要です。休日に使用を希望され
る場合は、休日の前営業日までに、当日から使用し
たい場合にはその日の午後3時までに窓口で手続きを
お願いいたします。

◆開栓手続きに必要なもの
○上下水道使用異動届（郵便受けの中に入れてあり

ます。見当たらない場合は、水道事務所で発行い
たします）

○使用者の印鑑
○キャッシュカード（口座振替の申請を行う場合のみ）

■お問い合わせ先

甲斐市水道事務所お客さま窓口　☎055（276）0733

※大久保・天狗沢・牛句（一部除く）・境・島上条・中下条・大下条（一部除く）・長塚
　にお住まいの方は甲府市上下水道局へお問い合わせください。
甲府市上下水道局サービスセンター　☎055（228）3311

この時期に引越する方も多いのではないでしょうか。
引越には水道の開栓・閉栓の手続きが必要になります。

○水道料金の領収書等、お客さま番号がわかるもの
○預金通帳 
○口座にお使いの印鑑
　以上をお持ちのうえ、手続きをしてください。
　なお、口座振替依頼書は、金融機関に備えて
あります。

◆ご利用できる金融機関
　○山梨中央銀行　○山梨信用金庫
　○甲府信用金庫　○山梨県民信用組合
　○ゆうちょ銀行　○中巨摩東部農協　
　○梨北農協

　キャッシュカードをお持ちのうえ、甲斐市水道
事務所お客さま窓口で手続きをしてください。

◆キャッシュカードによる口座振替登録が
　ご利用できる金融機関
　○山梨中央銀行　○山梨信用金庫　
　○甲府信用金庫　○山梨県民信用組合
　○ゆうちょ銀行　

※申請にご利用できないキャッシュカード
　・法人カード　・家族カード
　・生体認証カード

金融機関窓口での
口座振替の申込み方法

キャッシュカードによる
口座振替の申込み方法

口 座 振 替水道料金の支払いは　　　　　　  が便利です

引越の際には引越の際には
水道を使わなくなる時水道を使わなくなる時 水道を使い始める時水道を使い始める時

品　　名▶ミネラルウォーター
原 材 料▶水（鉱水）
　　　　　硬度　70mg/l（中程度の軟水）
内 容 量▶500ml
販売価格▶1 箱（24 本入り）　1,920 円
　　　　　1 本　80 円
販売場所▶甲斐市水道事務所　お客さま窓口
　　　　　☎055（276）0733
　　　　　JA 中巨摩東部農産物直売所
　　　　　いーなとうぶ
　　　　　☎055（276）2399

　普段使っている水道水、ミネラルウォーターについて、

より知っていただくため、水道水とミネラルウォーター

の比較をしてみました。

龍王源水

うまい だよりうまい だより水
甲斐市上水道課●甲斐市篠原2534番地1
電話●055（276）0734　FAX●055（276）2177
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水道事業のしくみ水道事業のしくみ
　水道事業では地方公営企業法に基づき、独立採算制をとっています。事業経営に必要な経費は、税金で

はなくお客さまからいただいている水道料金でまかなっています。これを独立採算制といいます。

　最近、水道事業職員を装ったり、市町村から依頼されたと偽って、

水道管の修繕代金をだまし取る詐欺や、水質検査を行い浄水器を売り

つける詐欺が全国で多数発生しています。この他にも、「水道料金が

未納のため、給水停止を行う」などといった不安を煽るメールを送り、

「最寄りの営業所一覧」などと称した無関係のサイトにアクセスさせる手口も確認されています。

　甲斐市では、お客さまからのご依頼、または事前のご了承がない限り、修繕や水質検査で各ご家庭を訪問

することは原則としてありません。また、浄水器等の販売や、メールによるお知らせ等も行っておりません

のでご注意ください。

　不審だと思った時は身分証明書の提示を求めるか、甲斐市上水道課（☎055-276-0734）にお問い
合わせください。

■お問い合わせ先
　甲斐市上水道課
　☎055（276）0734
　甲斐市水道事務所お客さま窓口
　☎055（276）0733

　給水装置（※1）に管理区分があることをご存知ですか。

　配水管からメーターボックスまでは市が管理を行い、それ以外はお客さまの管理になります。（※2）

このため、お客さまの管理区分内において、故障（漏水やメーターボックスの破損等）が発生した場

合は、ご自身で修理をしていただくことになりますので、甲斐市指定給水装置工事事業者に依頼して

ください。なお、修理費はお客さまのご負担となります。

　また、漏水の修理に限り漏水量や漏水箇所によって、水道料金が減免になる場合があります。詳し

くは甲斐市水道事務所お客さま窓口へお問い合わせください。

※1　蛇口などの給水用具と配水管の分岐（取り出し）から給水用具までの給水管。

※2　アパートや受水槽が設置してある建物等は異なります。

給水装置の管理区分について

独立採算制
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借りたお金を
返します

　メーターボックスの上に物を置いてしまうと検針ができ
ません。メーターボックス付近には、物や車などを置かな
いでください。また、雪かきした雪についても同様に、
メーターボックスの上には置かないでください。
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