
　

水道又は下水道施設の写真？
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○ 令和3年度 下水道事業予算

○ 根室市に「ポケふた」がやってきた

○ 令和3年度 水道事業予算

○ スイスイ君に水道施設と下水道施設のことを聞いてみよう



 

令和3年度 水道事業及び下水道事業予算
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水道事業は、安全・安心な水道水を安定

して供給するために、計画的な施設整備や

老朽化した水道管の更新等を市民の皆様の

水道料金等の収入により運営しています。
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令和３年度の主な建設改良事業

○管渠新設事業 ７百万円

公共汚水桝の整備等を行います。

○管渠更新事業 １６百万円

マンホール蓋の更新等を行います。

○ポンプ場整備事業 ６３百万円

第1中継ポンプ場の発電機設備更新を行います。

○処理場整備事業 ６０９百万円

下水終末処理場の乾燥機更新等を行います。

終末処理場更新工事の様子
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令和３年度の主な建設改良事業

○配水管等整備事業 ３２３百万円

配水管の更新や新設を行います。

○水道施設整備事業 ２９百万円

水道施設の耐震診断を行います。

○浄水場等整備事業 ７５百万円

浄水場の機能を保つために整備等を行います。

収益的収支

(水道事業を運営するための予算)

資本的収支

（水道施設を整備するための予算）

419

306

86

462

25
44

280

維持管理費等

人件費

借入金の

利息

施設の

減価償却等
その他

収益

当期純損失

下水道使用料

支出

811

収入

725

収益的収支

（下水道事業を運営するための予算）

694

20
200181

733

施設の

建設改良費等

資本的収支

（下水道施設を整備するための予算）

借入金の返済

補助金

負担金等

借入金

収入

714
支出

914

単位：百万円

単位：百万円

不足額

(留保資金)



 

新型コロナウイルス感染症の影響により
水道料金・下水道使用料の支払いが困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減などで一時的に

水道料金及び下水道使用料のお支払いが困難な場合は、お支払い

に関するご相談に応じますので、下記へお問い合わせください。

お問合せ先：上下水道料金センター
ＴＥＬ：０１５３－２３－６１１１（内線２００７・２００８）

【「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です】

水道事業及び下水道事業からのお知らせ

①根室市水道事業経営戦略及び根室市下水道事業経営戦略を策定しました

②根室市下水道中期ビジョン(2021～2030)を策定しました

施設等の老朽化に伴う更新投資の増大、人口減少に伴う料金収入の減少等により、

上下水道事業をめぐる経営環境が厳しさを増すことから、令和３年度から令和１２年

度までの１０年間を計画期間として、投資需要や料金収入の減少を予測し、財政の見

通しをシミュレーションしたものです。

詳しい内容については、根室市ホームページをご覧ください。

QRコードを読み込んでいただくことで、該当ページにアクセスできます。

根室市の下水道は、「生活環境の改善」「公共用水域の水質保全」「市街地の浸水

防除」を目的に事業を推進しておりましたが、少子高齢化、人口減少、環境保全意識

の高まりなどの社会情勢の動向に対して、下水道が直面している課題を解決するため

に平成２３年度から１０年間の「根室市下水道中期ビジョン」を策定していました。

今回策定したビジョンは、前回ビジョンの事業進捗状況を整理し、市民ニーズ等も

当時に比べて多様化してきていることから、効果的な施設整備と維持管理及び安定的

な経営を図るため、新たな施策等も加え策定したものです。

詳しい内容については、根室市ホームページをご覧ください。

QRコードを読み込んでいただくことで、該当ページにアクセスできます。



 

３年連続の赤字！

根室市に「ポケふた」がやってきた①

「北海道だいすき発見隊！」は、ポケモン『アローラロコン』を隊長に、『ロコン』

を副隊長に任命し、北海道の活性化に向けて、相互に連携・協力しながら、共同事業に

取組んでいます。

「ポケふた」は、その取組の一環として、皆さんに下水道に関心を持ってもらうため

に、アローラロコン隊長・ロコン副隊長などのポケモンがデザインされた特別なマン

ホールです。

― 「ポケふた」のお披露目会を開催しました！

今回追加の７箇所を含め、北海道内には全２６箇所の「ポケふた」が設置されること

になります。

― 「ポケふた」ってなに？

令和３年７月７日（水）北海道

庁赤レンガ庁舎前庭にて今回設置

される本別町、陸別町、函館市、

小樽市、根室市、登別市、中標津

町の７市町の「ポケふた」お披露

目会が開催されました。

当日の様子は、北海道のホーム

ページで公開されています。

設置された「ポケふた」は、ス

マートフォン向け位置情報ゲーム

『PokémonGO』の中でアイテム

等を入手できる「ポケストップ」

にもなっています。

全国各地の「ポケふた」の設置

場所などの詳細情報については、

「ポケふた」のホームページをご

覧ください。



 

３年連続の赤字！

根室市の「ポケふた」はコメディアンポ

ケモンの『バリコオル』と『アローラロコ

ン』が描かれた、世界に１つだけのデザイ

ンになりました。

さらにポケモンたちの背景には、「朝日

にいちばん近い街」らしい朝日や設置場所

である明治公園のレンガサイロを彷彿とさ

せるデザインになっています。

!!注意事項!!

マンホール

写真

根室市に「ポケふた」がやってきた②

― 根室市のデザインはこれだ！！

― 「ポケふた」はどこにあるの？

① サイロ広場

② 多目的広場

③ 遊具広場

④ 噴水広場

⑤ 芝生広場

⑥ 駐車場

⑦ トイレ

⑧ ゴミステーション

⑨ ひょうたん池

⑩ バーベキュー広場

⑪ 野鳥観察舎

根室市の「ポケふた」は明治公園内の噴水広場の一角に設置されました。

明治公園 根室市牧の内１４６番地２４３内

緯度：４３．３３５９３６ 経度：１４５．５９８１９４

○ポケふたの写真撮影などを行う際は、周囲の人などに注意してください。

○新型コロナウイルス感染拡大防止に留意し、密接・密集を避けてご覧ください。

明治公園案内図 ポケふた



　

お 知 ら せ

詳しくは根室市上下水道料金センターまで

低所得者向けの水道料金・下水道使用料

減免制度があります。

詳しくは上下水道総務担当まで

根室市役所

☎０１５３－２３－６１１１

排水の詰まり・トイレの水洗化について

下水道普及担当 内線２００４

経営状況のこと・「ねむろのみず」について

上下水道総務担当 内線２００６･２００９

漏水・給水装置について

水道維持担当 内線２０１２･２０１３

上下水道料金センター 内線２００７･２００８

水道のお引越しの手続き等・水道料金について

スイスイ君に水道施設と下水道施設のことを聞いてみよう

水道及び下水道に関する

各種お問合せ先はこちら

★上下水道料金のお支払いは、

口座振替、コンビニ納入ができます。

★令和3年4月より、「PayPay」又は

「LINEPay」でもお支払いできます。

詳しくは上下水道料金センターへ

根室市には大きな山や川がないことから、水源を確保する目的で昭和５５年に

水道専用のダムとして建設されました。

ダム湖に貯められた原水は、ダムに隣接された三番川第２ポンプ場から導水管

を通って浄水場へ送られます。

Ｑ. 牧の内ダムは何のためにあるの？

Ａ. 根室市の水源としての役割を果たすためにあります。

次回は、「根室下水終末処理場について」の予定です。

Ｑ. 桂木浄水場にはどんな設備があるの？

Ａ. 水道水をつくるためにたくさんの設備があります。
各水源から届いた原水を安全な水道水に変えるために、浄水場ではたくさんの

設備があります。

浄水場の水処理施設は大きく分類すると、原水から臭い成分を除去する『活性

炭接触池』、薬品を投入して細かい濁り成分を凝集（固めて大きく）する『フ

ロック形成池』、凝集された濁り成分と水を分離する『沈殿池』、さらに細かい

濁り成分を取り除く『急速ろ過池』があります。

他にも薬品注入設備、機械電気設備、配水池設備、監視設備があり、どの施設

も安全な水道水を提供するために欠かせない設備です。


