
甲府市上下水道局のホームページ上から、水道使用開始・中止の手続きができます。
水道を使用する場合や引越しなどで水道を使用しなくなる場合は、必ず使用開始・中止の手続きをお願いします。

甲府市上下水道局ホームページ　https://www.water.kofu.yamanashi.jp/

甲府市上下水道局 〒400-0046 山梨県甲府市下石田2-23-1
TEL (228)3311(代)／FAX (237)4331

https://www.water.kofu.yamanashi. jp/

 甲府市 ● 甲府市上下水道事業経営戦略
 ● 甲府市水道料金等審議会

● 下水道への接続を応援します！
● 9月10日は下水道の日
● 鉛製給水管について

● 「甲府の水」のデザインをリニューアルしました
● 水道料金・下水道使用料のお支払い方法
● 甲府の水はなぜおいしいの？
● 「利き水」を実施しています
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　甲府市上下水道局では、施設の更新需要の増大や大規模災害への対策等の諸課題に対応し、公営企業と
しての経済性を発揮するとともに、公共の福祉の増進を図り、将来にわたり安定したサービスの提供を行って
いくため、“甲府市上下水道事業経営戦略”を策定しました。
　これからもお客様との信頼関係を大切にし、安全でおいしい水道水と安心して暮らせる快適な生活環境を
提供していきます。

　甲府市上下水道局では、施設の更新需要の増大や大規模災害への対策等の諸課題に対応し、公営企業と
しての経済性を発揮するとともに、公共の福祉の増進を図り、将来にわたり安定したサービスの提供を行って
いくため、“甲府市上下水道事業経営戦略”を策定しました。
　これからもお客様との信頼関係を大切にし、安全でおいしい水道水と安心して暮らせる快適な生活環境を
提供していきます。
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その他主な記事

水道使用開始・中止の手続きが、ホームページからもできます。

「甲府市上下水道事業経営戦略」を策定しました「甲府市上下水道事業経営戦略」を策定しました

口座振替
　水道料金を口座振替でお支払いいただいた場合は、
　１回（２ヵ月分）につき100円（税抜）を割引きします。
　※再振替の場合、割引制度は適用されません。
　※口座振替の場合、領収書は発行していません。

コンビニエンスストア
　納入期限内であればお支払いいただけます。
次のものは支払いができませんのでご注意ください！

　　×バーコードがないもの・読み取りできないもの
　　×１枚の料金が30万円を超えているもの
　　×納入期限が過ぎたもの

※お支払いできるコンビニエンスストアは納入通知書で確認をお願いします。

クレジットカード
　水道料金等をクレジットカードでお支払いできます。
　１回の請求額が3万円までの料金が対象です。
※窓口でクレジットカードを提示してお支払いいただく方法
　ではありません。

次のロゴマークがあるクレジットカードがご利用いただけます。

水道料金・下水道使用料のお支払い方法

水道料金・下水道使用料は、次のいずれかの方法で
お支払いをお願いします。

甲府の水はなぜおいしいの？
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「平成の名水百選」とは

　平成20年6月、水環境保全の一層の推
進を図ることを目的に、地域の生活に溶
け込んでいる清澄な水や水環境のなか
で、特に、地域住民等による主体的かつ
持続的な水環境の保全活動が行われて
いるものを、環境省が選定しました。
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で、特に、地域住民等による主体的かつ
持続的な水環境の保全活動が行われて
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ボトルドウォーター「甲府の水」
開府500年バージョンにデザインをリニューアルしました！！
ボトルドウォーター「甲府の水」
開府500年バージョンにデザインをリニューアルしました！！

　ボトルドウォーター「甲府の水」は、安全でおいしい甲府の水道水をPRすると
ともに、災害時の非常用飲料水の備蓄意識を高めていただくことを目的に製造
しています。
　このたび、甲府市が2019年に開府500年を迎えることを記念しまして、デザ
インをリニューアルしました。
　こうふ開府500年記念事業のロゴマークとキャッチフレーズを取り入れ、信玄
公をメインに、水の流れと甲府盆地をイメージしたデザインで「甲府らしさ」を表
現しています。
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　甲府の水道水は、御岳昇仙峡の渓流の表流水と広大な森林に
よって研かれた地下水を原水としているためおいしいと言われて
います。また、浄水場でさまざまな工程の水処理を行い、厚生労働
省が定めた水質基準に基づき、正確かつ精度が高い水質検査を
行い管理しています。これからも、安全性が確保されたおいしい
水道水をみなさまにお届けしていきます。

　甲府の水道水は、御岳昇仙峡の渓流の表流水と広大な森林に
よって研かれた地下水を原水としているためおいしいと言われて
います。また、浄水場でさまざまな工程の水処理を行い、厚生労働
省が定めた水質基準に基づき、正確かつ精度が高い水質検査を
行い管理しています。これからも、安全性が確保されたおいしい
水道水をみなさまにお届けしていきます。

「利き水」を実施しています

　甲府市上下水道局では、安全でおいしい甲府の水道水をPRする
ために、各種イベントにおいて「利き水」を実施しています。

　利き水とは、「甲府の水」と市販さ
れている国産及び外国産のミネラル
ウォーターの3種類を、同じ条件で銘
柄が分からないようにして飲み比べ
ていただき、一番おいしく感じた水
を選んでいただくものです。
　これまで9年間、延べ9,563人の
方に体験していただき、47.0％の方
に「甲府の水」が一番おいしいと評
価されました。
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◆ 価格（税込） ： 1,920円／箱（490mlペットボトル24本入）

◆ 賞 味 期 限  ： 2023年1月18日
　　　　　　　   　  サービスセンター　☎（228）3311

災害備蓄用や会議用などでご好評をいただいております。
甲府市上下水道局１階サービスセンターで販売しています
ので、ご利用ください。

「甲府の水」は「平成の名水百選」に選ばれた、日本有数の
渓谷美を誇る御岳昇仙峡の表流水を原水とした水道水を、
加熱殺菌処理等の工程を経てボトルに詰めたものです。

これまでの利き水結果

ミネラルウォーターA

28.9％

ミネラルウォーターＢ

24.1％

甲府の水

47.0％ 詳しくはこちら▶

問

3月5日（月）より、甲府市役所１階のコンビニエンスストア
でも販売を開始しました。こちらでは、1本（税込価格100円）
単位で購入することができます。



甲府市水道料金等審議会

甲府市上下水道事業経営戦略

経営戦略の位置づけ

　水道料金及び下水道使用料を適切に算定するために、料金算定期間満
了ごとに、学識経験者、公共的団体等の代表者、使用者（公募）で構成する

「甲府市水道料金等審議会」で、審議していただいております。
　これまでの算定期間が平成29年度までとなっていたことから、6月に
審議会を設置し、平成30年度以降の水道料金及び下水道使用料につい
て10月までの間、6回にわたり審議を行っていただきました。
　審議の結果、料金算定期間は平成30年度から3年間とし、水道料金・
下水道使用料ともに改定の必要がないとの答申をいただきました。
　この答申を尊重するとともに、住民生活や企業活動への影響、現在の
社会情勢等を勘案し、慎重に検討を行った結果、水道料金及び下水道使
用料の改定を行わないことといたしました。
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　上下水道は、お客様の日常生活に欠かせないライフラインで
あることから、上下水道事業者には、将来にわたり安定的に継続
してサービスの提供を行っていく責務があります。
　このことから甲府市上下水道局では、次のとおり経営理念を
掲げ、経営戦略を推進していきます。

　上下水道は、お客様の日常生活に欠かせないライフラインで
あることから、上下水道事業者には、将来にわたり安定的に継続
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　下水道が使えるようになった区域では、供用開始区域と
なった日から6ヵ月以内（くみ取りの場合は３年以内）に排水
設備を公共下水道に接続しなければならないことが、法律や
条例で義務付けられています。
　甲府市上下水道局では、みなさまの下水道への接続工事
をサポートするために、無利子の貸付や金融機関への融資
あっせんを行っています。
　また、平成30年4月から、より活用しやすくするために、現
行の融資あっせん制度を次のとおりに改正しましたので、ぜ
ひご利用ください。

快適な生活環境を整備し、自然環境を守るためにも、
下水道への早期接続をお願いします。

　下水道が使えるようになった区域では、供用開始区域と
なった日から6ヵ月以内（くみ取りの場合は３年以内）に排水
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　厚生労働省は飲料水の水質基準を逐次改正しており、「鉛」につい
ては、平成４年以前に0.1mg/L以下とされていた水質基準濃度が、
現在は0.01mg/L以下に強化されています。
　甲府市上下水道局の給水区域内では、平成２年以降の新設工事か
ら鉛溶出の可能性のある給水管は使用していませんが、それ以前に
布設された鉛を使用した給水管が全体の３割弱残存しています。
　このような給水管であっても、毎日水道を使っている場合、鉛の
溶出量は水質基準の10分の１以下の濃度であり、国が定める水質
基準を超えることはありませんので安心してお使いいただけます。
ただし、旅行などで家を数日間留守にされた場合などでは、一時的
に鉛の濃度が高くなることもありますので、最初に使用する水をト
イレや洗濯など飲料水以外にお使いになることをおすすめします。
　甲府市上下水道局では、配水管の更新や漏水修理工事等に併せ
て、鉛製給水管をポリエチレン管やステンレス管に交換しています
ので、工事実施の際には、ご協力をお願いします。

給排水課 給水装置係　☎（228）3314
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　「下水道の日」は、1961年（昭和36年）、著しく遅
れていた日本の下水道の全国的な普及を図るため、

「全国下水道促進デー」として始まりました。その後
2001年（平成13年）に、より親しみのある名称とし
て「下水道の日」に変更されました。

　9月10日を中心とした前後一週間にあわせて全
国的に催しが実施されています。
　甲府市上下水道局でも、下水道に対する理解と関
心を深めてもらい、下水道の普及促進を図ることを
目的にイベントを実施しています。

　「下水道の日」は、1961年（昭和36年）、著しく遅
れていた日本の下水道の全国的な普及を図るため、

「全国下水道促進デー」として始まりました。その後
2001年（平成13年）に、より親しみのある名称とし
て「下水道の日」に変更されました。

　9月10日を中心とした前後一週間にあわせて全
国的に催しが実施されています。
　甲府市上下水道局でも、下水道に対する理解と関
心を深めてもらい、下水道の普及促進を図ることを
目的にイベントを実施しています。 「第六次甲府市総合計画」を最上位計画とし、国の定める「新水道ビジョン」「新下水道ビジョン」を踏まえ、

「安全」「強靭」「持続」「信頼」「環境」の経営方針のもとに2018年度から2027年度までの期間、戦略的に事業
を展開していきます。

 「第六次甲府市総合計画」を最上位計画とし、国の定める「新水道ビジョン」「新下水道ビジョン」を踏まえ、
「安全」「強靭」「持続」「信頼」「環境」の経営方針のもとに2018年度から2027年度までの期間、戦略的に事業
を展開していきます。

『お客様との信頼関係を大切にし、
将来にわたり

「水」を通じた潤いのある生活環境を、
安全・安心のもと

安定的に提供し続けます。』

鉛製給水管について

９月10日は下水道の日

～融資あっせん制度を改正しました～

下水道への接続を
応援します！
下水道への接続を
応援します！

　 　なぜ9月10日なの？

　一年を通して、短い時間に多くの雨が降るのは、

8月～10月の台風シーズンです。

　中でも、立春から数えて220日（9月10日頃）は、

台風が多いとされており、下水道の役割の一つであ

る「雨水排除」を念頭に、9月10日が「下水道の日」

と国で定められました。

内　容

対象範囲

融資の金額

償還期間

利子補給

現　行

一般住宅

50万円
以内

４年以内

完済後

改正後

５年以内

１年ごと

一般住宅・集合住宅・貸家（戸建）
※個人が所有していることが条件

一般住宅     →  10万円～100万円以内
集合住宅     　  20万円～300万円以内
貸家（戸建） 

第六次甲府市総合計画

甲府市上下水道事業経営戦略

水道事業経営戦略
（水道事業ビジョン）

厚生労働省 国土交通省

長期財政収支見通し

アセットマネジメント

戦略推進計画

　　　　 経営方針

1 『安全でおいしい水道』（安全）

2 『災害に強くしなやかな水道』（強靭）

3 『将来に繋げる水道』（持続）

4 『お客様満足度の高い水道』（信頼）

5 『環境に配慮した水道』（環境）

　　　　　 経営方針

1 『災害に強く快適な下水道』（安全・強靭）

2 『将来に繋げる下水道』（持続）

3 『お客様満足度の高い下水道』（信頼）

4 『環境に配慮した下水道』（環境）

下水道事業経営戦略
（下水道事業ビジョン）

鉛が使用されている給水管

新水道ビジョン 新下水道ビジョン

経
営
戦
略
の
策
定

総
務
省

経営理念

詳しくは 給排水課 普及係　☎（223）7356までお問い合わせ
ください。 なお、甲府市以外にお住まいの方は、各市役所又は
役場にお問い合わせください。

※実施日時・場所等
の詳細については、
「甲府市上下水道局
ホームページ」または
「広報こうふ」に掲載
し、お知らせします。

「下水道なんでも相談所」の開設

知っていますか？

ミニ知識

公道私有地

問



甲府市水道料金等審議会

甲府市上下水道事業経営戦略

経営戦略の位置づけ

　水道料金及び下水道使用料を適切に算定するために、料金算定期間満
了ごとに、学識経験者、公共的団体等の代表者、使用者（公募）で構成する

「甲府市水道料金等審議会」で、審議していただいております。
　これまでの算定期間が平成29年度までとなっていたことから、6月に
審議会を設置し、平成30年度以降の水道料金及び下水道使用料につい
て10月までの間、6回にわたり審議を行っていただきました。
　審議の結果、料金算定期間は平成30年度から3年間とし、水道料金・
下水道使用料ともに改定の必要がないとの答申をいただきました。
　この答申を尊重するとともに、住民生活や企業活動への影響、現在の
社会情勢等を勘案し、慎重に検討を行った結果、水道料金及び下水道使
用料の改定を行わないことといたしました。

　水道料金及び下水道使用料を適切に算定するために、料金算定期間満
了ごとに、学識経験者、公共的団体等の代表者、使用者（公募）で構成する

「甲府市水道料金等審議会」で、審議していただいております。
　これまでの算定期間が平成29年度までとなっていたことから、6月に
審議会を設置し、平成30年度以降の水道料金及び下水道使用料につい
て10月までの間、6回にわたり審議を行っていただきました。
　審議の結果、料金算定期間は平成30年度から3年間とし、水道料金・
下水道使用料ともに改定の必要がないとの答申をいただきました。
　この答申を尊重するとともに、住民生活や企業活動への影響、現在の
社会情勢等を勘案し、慎重に検討を行った結果、水道料金及び下水道使
用料の改定を行わないことといたしました。

　上下水道は、お客様の日常生活に欠かせないライフラインで
あることから、上下水道事業者には、将来にわたり安定的に継続
してサービスの提供を行っていく責務があります。
　このことから甲府市上下水道局では、次のとおり経営理念を
掲げ、経営戦略を推進していきます。

　上下水道は、お客様の日常生活に欠かせないライフラインで
あることから、上下水道事業者には、将来にわたり安定的に継続
してサービスの提供を行っていく責務があります。
　このことから甲府市上下水道局では、次のとおり経営理念を
掲げ、経営戦略を推進していきます。

　下水道が使えるようになった区域では、供用開始区域と
なった日から6ヵ月以内（くみ取りの場合は３年以内）に排水
設備を公共下水道に接続しなければならないことが、法律や
条例で義務付けられています。
　甲府市上下水道局では、みなさまの下水道への接続工事
をサポートするために、無利子の貸付や金融機関への融資
あっせんを行っています。
　また、平成30年4月から、より活用しやすくするために、現
行の融資あっせん制度を次のとおりに改正しましたので、ぜ
ひご利用ください。

快適な生活環境を整備し、自然環境を守るためにも、
下水道への早期接続をお願いします。

　下水道が使えるようになった区域では、供用開始区域と
なった日から6ヵ月以内（くみ取りの場合は３年以内）に排水
設備を公共下水道に接続しなければならないことが、法律や
条例で義務付けられています。
　甲府市上下水道局では、みなさまの下水道への接続工事
をサポートするために、無利子の貸付や金融機関への融資
あっせんを行っています。
　また、平成30年4月から、より活用しやすくするために、現
行の融資あっせん制度を次のとおりに改正しましたので、ぜ
ひご利用ください。

快適な生活環境を整備し、自然環境を守るためにも、
下水道への早期接続をお願いします。

　厚生労働省は飲料水の水質基準を逐次改正しており、「鉛」につい
ては、平成４年以前に0.1mg/L以下とされていた水質基準濃度が、
現在は0.01mg/L以下に強化されています。
　甲府市上下水道局の給水区域内では、平成２年以降の新設工事か
ら鉛溶出の可能性のある給水管は使用していませんが、それ以前に
布設された鉛を使用した給水管が全体の３割弱残存しています。
　このような給水管であっても、毎日水道を使っている場合、鉛の
溶出量は水質基準の10分の１以下の濃度であり、国が定める水質
基準を超えることはありませんので安心してお使いいただけます。
ただし、旅行などで家を数日間留守にされた場合などでは、一時的
に鉛の濃度が高くなることもありますので、最初に使用する水をト
イレや洗濯など飲料水以外にお使いになることをおすすめします。
　甲府市上下水道局では、配水管の更新や漏水修理工事等に併せ
て、鉛製給水管をポリエチレン管やステンレス管に交換しています
ので、工事実施の際には、ご協力をお願いします。

給排水課 給水装置係　☎（228）3314

　厚生労働省は飲料水の水質基準を逐次改正しており、「鉛」につい
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ら鉛溶出の可能性のある給水管は使用していませんが、それ以前に
布設された鉛を使用した給水管が全体の３割弱残存しています。
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に鉛の濃度が高くなることもありますので、最初に使用する水をト
イレや洗濯など飲料水以外にお使いになることをおすすめします。
　甲府市上下水道局では、配水管の更新や漏水修理工事等に併せ
て、鉛製給水管をポリエチレン管やステンレス管に交換しています
ので、工事実施の際には、ご協力をお願いします。

給排水課 給水装置係　☎（228）3314

　「下水道の日」は、1961年（昭和36年）、著しく遅
れていた日本の下水道の全国的な普及を図るため、

「全国下水道促進デー」として始まりました。その後
2001年（平成13年）に、より親しみのある名称とし
て「下水道の日」に変更されました。

　9月10日を中心とした前後一週間にあわせて全
国的に催しが実施されています。
　甲府市上下水道局でも、下水道に対する理解と関
心を深めてもらい、下水道の普及促進を図ることを
目的にイベントを実施しています。

　「下水道の日」は、1961年（昭和36年）、著しく遅
れていた日本の下水道の全国的な普及を図るため、

「全国下水道促進デー」として始まりました。その後
2001年（平成13年）に、より親しみのある名称とし
て「下水道の日」に変更されました。

　9月10日を中心とした前後一週間にあわせて全
国的に催しが実施されています。
　甲府市上下水道局でも、下水道に対する理解と関
心を深めてもらい、下水道の普及促進を図ることを
目的にイベントを実施しています。 「第六次甲府市総合計画」を最上位計画とし、国の定める「新水道ビジョン」「新下水道ビジョン」を踏まえ、

「安全」「強靭」「持続」「信頼」「環境」の経営方針のもとに2018年度から2027年度までの期間、戦略的に事業
を展開していきます。

 「第六次甲府市総合計画」を最上位計画とし、国の定める「新水道ビジョン」「新下水道ビジョン」を踏まえ、
「安全」「強靭」「持続」「信頼」「環境」の経営方針のもとに2018年度から2027年度までの期間、戦略的に事業
を展開していきます。

『お客様との信頼関係を大切にし、
将来にわたり

「水」を通じた潤いのある生活環境を、
安全・安心のもと

安定的に提供し続けます。』

鉛製給水管について

９月10日は下水道の日

～融資あっせん制度を改正しました～

下水道への接続を
応援します！
下水道への接続を
応援します！

　 　なぜ9月10日なの？

　一年を通して、短い時間に多くの雨が降るのは、

8月～10月の台風シーズンです。

　中でも、立春から数えて220日（9月10日頃）は、

台風が多いとされており、下水道の役割の一つであ

る「雨水排除」を念頭に、9月10日が「下水道の日」

と国で定められました。

内　容

対象範囲

融資の金額

償還期間

利子補給

現　行

一般住宅

50万円
以内

４年以内

完済後

改正後

５年以内

１年ごと

一般住宅・集合住宅・貸家（戸建）
※個人が所有していることが条件

一般住宅     →  10万円～100万円以内
集合住宅     　  20万円～300万円以内
貸家（戸建） 

第六次甲府市総合計画

甲府市上下水道事業経営戦略

水道事業経営戦略
（水道事業ビジョン）

厚生労働省 国土交通省

長期財政収支見通し

アセットマネジメント

戦略推進計画

　　　　 経営方針

1 『安全でおいしい水道』（安全）

2 『災害に強くしなやかな水道』（強靭）

3 『将来に繋げる水道』（持続）

4 『お客様満足度の高い水道』（信頼）

5 『環境に配慮した水道』（環境）

　　　　　 経営方針

1 『災害に強く快適な下水道』（安全・強靭）

2 『将来に繋げる下水道』（持続）

3 『お客様満足度の高い下水道』（信頼）

4 『環境に配慮した下水道』（環境）

下水道事業経営戦略
（下水道事業ビジョン）

鉛が使用されている給水管

新水道ビジョン 新下水道ビジョン

経
営
戦
略
の
策
定

総
務
省

経営理念

詳しくは 給排水課 普及係　☎（223）7356までお問い合わせ
ください。 なお、甲府市以外にお住まいの方は、各市役所又は
役場にお問い合わせください。

※実施日時・場所等
の詳細については、
「甲府市上下水道局
ホームページ」または
「広報こうふ」に掲載
し、お知らせします。

「下水道なんでも相談所」の開設

知っていますか？

ミニ知識

公道私有地

問



甲府市上下水道局のホームページ上から、水道使用開始・中止の手続きができます。
水道を使用する場合や引越しなどで水道を使用しなくなる場合は、必ず使用開始・中止の手続きをお願いします。

甲府市上下水道局ホームページ　https://www.water.kofu.yamanashi.jp/

甲府市上下水道局 〒400-0046 山梨県甲府市下石田2-23-1
TEL (228)3311(代)／FAX (237)4331

https://www.water.kofu.yamanashi. jp/

 甲府市 ● 甲府市上下水道事業経営戦略
 ● 甲府市水道料金等審議会

● 下水道への接続を応援します！
● 9月10日は下水道の日
● 鉛製給水管について

● 「甲府の水」のデザインをリニューアルしました
● 水道料金・下水道使用料のお支払い方法
● 甲府の水はなぜおいしいの？
● 「利き水」を実施しています
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KOFU CITY WATERWORKS AND SEWERAGE BUREAU

　甲府市上下水道局では、施設の更新需要の増大や大規模災害への対策等の諸課題に対応し、公営企業と
しての経済性を発揮するとともに、公共の福祉の増進を図り、将来にわたり安定したサービスの提供を行って
いくため、“甲府市上下水道事業経営戦略”を策定しました。
　これからもお客様との信頼関係を大切にし、安全でおいしい水道水と安心して暮らせる快適な生活環境を
提供していきます。

　甲府市上下水道局では、施設の更新需要の増大や大規模災害への対策等の諸課題に対応し、公営企業と
しての経済性を発揮するとともに、公共の福祉の増進を図り、将来にわたり安定したサービスの提供を行って
いくため、“甲府市上下水道事業経営戦略”を策定しました。
　これからもお客様との信頼関係を大切にし、安全でおいしい水道水と安心して暮らせる快適な生活環境を
提供していきます。

特別号

愛宕山中区配水場愛宕山中区配水場

すいてきくん

しずくちゃん

その他主な記事

水道使用開始・中止の手続きが、ホームページからもできます。

「甲府市上下水道事業経営戦略」を策定しました「甲府市上下水道事業経営戦略」を策定しました

口座振替
　水道料金を口座振替でお支払いいただいた場合は、
　１回（２ヵ月分）につき100円（税抜）を割引きします。
　※再振替の場合、割引制度は適用されません。
　※口座振替の場合、領収書は発行していません。

コンビニエンスストア
　納入期限内であればお支払いいただけます。
次のものは支払いができませんのでご注意ください！

　　×バーコードがないもの・読み取りできないもの
　　×１枚の料金が30万円を超えているもの
　　×納入期限が過ぎたもの

※お支払いできるコンビニエンスストアは納入通知書で確認をお願いします。

クレジットカード
　水道料金等をクレジットカードでお支払いできます。
　１回の請求額が3万円までの料金が対象です。
※窓口でクレジットカードを提示してお支払いいただく方法
　ではありません。

次のロゴマークがあるクレジットカードがご利用いただけます。

水道料金・下水道使用料のお支払い方法

水道料金・下水道使用料は、次のいずれかの方法で
お支払いをお願いします。

甲府の水はなぜおいしいの？

名
水

百
選

平
成
の

御
岳
昇
仙
峡

「平成の名水百選」とは

　平成20年6月、水環境保全の一層の推
進を図ることを目的に、地域の生活に溶
け込んでいる清澄な水や水環境のなか
で、特に、地域住民等による主体的かつ
持続的な水環境の保全活動が行われて
いるものを、環境省が選定しました。

「平成の名水百選」とは

　平成20年6月、水環境保全の一層の推
進を図ることを目的に、地域の生活に溶
け込んでいる清澄な水や水環境のなか
で、特に、地域住民等による主体的かつ
持続的な水環境の保全活動が行われて
いるものを、環境省が選定しました。

ボトルドウォーター「甲府の水」
開府500年バージョンにデザインをリニューアルしました！！
ボトルドウォーター「甲府の水」
開府500年バージョンにデザインをリニューアルしました！！

　ボトルドウォーター「甲府の水」は、安全でおいしい甲府の水道水をPRすると
ともに、災害時の非常用飲料水の備蓄意識を高めていただくことを目的に製造
しています。
　このたび、甲府市が2019年に開府500年を迎えることを記念しまして、デザ
インをリニューアルしました。
　こうふ開府500年記念事業のロゴマークとキャッチフレーズを取り入れ、信玄
公をメインに、水の流れと甲府盆地をイメージしたデザインで「甲府らしさ」を表
現しています。

　ボトルドウォーター「甲府の水」は、安全でおいしい甲府の水道水をPRすると
ともに、災害時の非常用飲料水の備蓄意識を高めていただくことを目的に製造
しています。
　このたび、甲府市が2019年に開府500年を迎えることを記念しまして、デザ
インをリニューアルしました。
　こうふ開府500年記念事業のロゴマークとキャッチフレーズを取り入れ、信玄
公をメインに、水の流れと甲府盆地をイメージしたデザインで「甲府らしさ」を表
現しています。

　甲府の水道水は、御岳昇仙峡の渓流の表流水と広大な森林に
よって研かれた地下水を原水としているためおいしいと言われて
います。また、浄水場でさまざまな工程の水処理を行い、厚生労働
省が定めた水質基準に基づき、正確かつ精度が高い水質検査を
行い管理しています。これからも、安全性が確保されたおいしい
水道水をみなさまにお届けしていきます。

　甲府の水道水は、御岳昇仙峡の渓流の表流水と広大な森林に
よって研かれた地下水を原水としているためおいしいと言われて
います。また、浄水場でさまざまな工程の水処理を行い、厚生労働
省が定めた水質基準に基づき、正確かつ精度が高い水質検査を
行い管理しています。これからも、安全性が確保されたおいしい
水道水をみなさまにお届けしていきます。

「利き水」を実施しています

　甲府市上下水道局では、安全でおいしい甲府の水道水をPRする
ために、各種イベントにおいて「利き水」を実施しています。

　利き水とは、「甲府の水」と市販さ
れている国産及び外国産のミネラル
ウォーターの3種類を、同じ条件で銘
柄が分からないようにして飲み比べ
ていただき、一番おいしく感じた水
を選んでいただくものです。
　これまで9年間、延べ9,563人の
方に体験していただき、47.0％の方
に「甲府の水」が一番おいしいと評
価されました。

　甲府市上下水道局では、安全でおいしい甲府の水道水をPRする
ために、各種イベントにおいて「利き水」を実施しています。

　利き水とは、「甲府の水」と市販さ
れている国産及び外国産のミネラル
ウォーターの3種類を、同じ条件で銘
柄が分からないようにして飲み比べ
ていただき、一番おいしく感じた水
を選んでいただくものです。
　これまで9年間、延べ9,563人の
方に体験していただき、47.0％の方
に「甲府の水」が一番おいしいと評
価されました。

◆ 価格（税込） ： 1,920円／箱（490mlペットボトル24本入）

◆ 賞 味 期 限  ： 2023年1月18日
　　　　　　　   　  サービスセンター　☎（228）3311

災害備蓄用や会議用などでご好評をいただいております。
甲府市上下水道局１階サービスセンターで販売しています
ので、ご利用ください。

「甲府の水」は「平成の名水百選」に選ばれた、日本有数の
渓谷美を誇る御岳昇仙峡の表流水を原水とした水道水を、
加熱殺菌処理等の工程を経てボトルに詰めたものです。

これまでの利き水結果

ミネラルウォーターA

28.9％

ミネラルウォーターＢ

24.1％

甲府の水

47.0％ 詳しくはこちら▶

問

3月5日（月）より、甲府市役所１階のコンビニエンスストア
でも販売を開始しました。こちらでは、1本（税込価格100円）
単位で購入することができます。


