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用語について･･･ 

 

有収水量･･･料金徴収の対象となった水量。 

無収水量･･･料金徴収の対象とならなかった水量。 

有効水量･･･メーターで計量された水量もしくは需要者に到達したと認められる水量。 

有効水量 ＝ 有収水量 ＋ 無収水量 

無効水量･･･水道施設の損傷等により無効となった水量。 

無効水量 ＝ 年間給水量 － 有効水量 

有収率･････配水量のうちの収益につながった水量の割合。 

        年間有収水量 

        年間給水量 

有効率･････水道施設及び給水装置を通して給水される水量が有効に使用されているかどうかを示す指標。 

            年間有効水量 

     年間給水量  

送水管･････浄水場から配水池までの浄水を送る管。 

配水管･････配水池から各家庭へ水を送る管。本管と支管があり、支管は本管から受けた水を給水管に分岐する。 

給水管･････給水装置及び給水装置より下流の受水槽以下の給水設備を含めた管。 

給水装置･･･配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具。 

 

収益的収支･･･水道水を家庭等に提供するために年度中の事業活動に伴う支出とその財源となる収入。支出の主の

ものは浄水費、収入の主なものは水道料金。 

資本的収支･･･収益的収支以外の長期的事業活動に伴う、水道水を提供するための施設や水道管の整備に必要な支

出とその財源となる収入。支出の主なものは配水管の建設改良費や企業債の借入償還元金。収入の主

なものは国庫補助金及び工事負担金。 

資本費･･･事業維持のために、営業費用に上乗せして料金により回収するもの。企業リスクを補償し、設備資金な

どの調達を円滑に期するために認められたもの。 

資本費 ＝ 【 減価償却費 ＋ 企業債利息(支払利息) ＋ 受水費中の資本費(浄水費×０.６)   

－ 長期前受金戻入 】 ÷ 年間有収水量                

参考：水道用語辞典 第二版 

（日本水道協会発行） 

× 100 

× 100 




