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 甲府市 ● 甲府市水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）【地震編】
　　　　　　  ● 甲府市上下水道事業推進会議を設置しました

● 発見！デザインマンホール

● 水道技術の継承に取り組んでいます

● 「甲府の水」がモンドセレクション金賞受賞
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　近い将来、南海トラフ地震、東海地震等の大規模地震が高い確率で起こることが予測されています。こうし
た大地震に備え、甲府市上下水道局では、お客様の生活に欠かせない水をいち早く供給できるように、応急
給水や応急復旧などを迅速かつ効果的に行うための行動マニュアルとして、「甲府市水道事業業務継続計画
（BCP）【地震編】」を策定しました。
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た大地震に備え、甲府市上下水道局では、お客様の生活に欠かせない水をいち早く供給できるように、応急
給水や応急復旧などを迅速かつ効果的に行うための行動マニュアルとして、「甲府市水道事業業務継続計画
（BCP）【地震編】」を策定しました。
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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。

「甲府市水道事業業務継続計画（BCP）【地震編】」を策定しました「甲府市水道事業業務継続計画（BCP）【地震編】」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。

ボトルドウォーター
「甲府の水」とは？

ボトルドウォーター「甲府の水」
2018年モンドセレクション金賞を受賞しました！！

ボトルドウォーター「甲府の水」
2018年モンドセレクション金賞を受賞しました！！

　安全でおいしい甲府の水道水の利用促進と、非常用飲料水の備蓄意識
の向上を目的に製造しているボトルドウォーター「甲府の水」が、国際的な
品質評価機関であるモンドセレクションの2018年｢ビール､水ならびに
ノンアルコール飲料部門｣において優秀品質「金賞」を受賞しました。

　安全でおいしい甲府の水道水の利用促進と、非常用飲料水の備蓄意識
の向上を目的に製造しているボトルドウォーター「甲府の水」が、国際的な
品質評価機関であるモンドセレクションの2018年｢ビール､水ならびに
ノンアルコール飲料部門｣において優秀品質「金賞」を受賞しました。

　日本有数の渓谷美を誇る御岳昇仙峡の表流水を原水とする
水道水を、長期保存のため加熱殺菌処理等の工程を経てボト
ルに詰めたものです。
　災害備蓄用や会議用などでご好評をいただいています。
　
　販売場所

　◆甲府市上下水道局１階サービスセンター
　　価格（税込）　1,920円／箱（490mlペットボトル24本入）
　◆甲府市役所１階コンビニエンスストア
　　価格（税込）　100円／本

　　※賞味期限　2023年1月18日
サービスセンター　☎（228）3311

ぜひご利用ください！

詳しくはこちら▶

「モンドセレクション」とは？

　1961年、ベルギーの首都ブリュッセルに「公正中立で独立した品質
の審査評価機関」として設立された、民間団体です。ベルギーの国家組
織機関や各分野の専門家の指導のもと、客観的な審査評価手法を取り
入れ、半世紀以上にわたり、世界各国から出品される様々な製品の審査
ならびに評価を行っています。
　その評価結果は国際的に、また国内においても高い信頼を得ています。

「モンドセレクション」とは？

　1961年、ベルギーの首都ブリュッセルに「公正中立で独立した品質
の審査評価機関」として設立された、民間団体です。ベルギーの国家組
織機関や各分野の専門家の指導のもと、客観的な審査評価手法を取り
入れ、半世紀以上にわたり、世界各国から出品される様々な製品の審査
ならびに評価を行っています。
　その評価結果は国際的に、また国内においても高い信頼を得ています。

　平成30年10月から、ヤフー公式アプリでの収納
サービスを開始しました。バーコード入りの納付書が
あれば、いつでもどこでもお支払い手続きができます。
上下水道局ホームページでご確認ください。
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上下水道局ホームページでご確認ください。

上下水道料金が
ヤフー公式アプリで納付可能に！

上下水道料金が
ヤフー公式アプリで納付可能に！
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　この金賞受賞により、ボトルドウォーター「甲府の水」が国際的な

評価基準を満たした優良な品質であることが認められました。

　今回の受賞を励みとし、これからも、より一層、安全・安心でおい

しい水道水の安定供給に努めていきます。
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　今回の受賞を励みとし、これからも、より一層、安全・安心でおい

しい水道水の安定供給に努めていきます。

▲ 詳しくはこちら



蓋のデザインはいろいろ！
　蓋の表面には、人や車などが通行する場合に滑らないように凹凸があり、この凹凸には意匠としての紋様や、独自に
デザインされたものがたくさんあります。
　その地域や土地にゆかりのある人物や名所・名産など、そこでしか見ることのできない様々なデザインをあしらった
マンホールの蓋が、日本全国にあり、その総数は12,000種以上にのぼるといわれています。
　「ご当地マンホール」として、国内はもとより、海外からも注目を集め、愛好家が現地に赴くなど、その人気は急激に
高まっています。
　足元を見てみれば、その土地の魅力や歴史を発見するきっかけになるかもしれません。
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　可憐で美しい花を大空に向
かって開く市の花「ナデシコ」
をモチーフにしたデザイン
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かって開く市の花「ナデシコ」
をモチーフにしたデザイン

　こうふ開府500年を記念したレア・
デザイン
　設置場所は甲府駅南口の一箇所のみ
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デザイン
　設置場所は甲府駅南口の一箇所のみ

マンホールカードを集めてみませんか？

　マンホール蓋を図柄にした「マンホールカード」がブームとなって
います。下水道広報プラットホーム（ＧＫＰ）が企画し、全国の自治体と
共同で発行している全国統一型のカードコレクションです。
　「マンホールカード」は、下水道に親しみや興味をもってもらい、
その土地にしかないマンホールの魅力について触れることができる
無料配布の「カード型パンフレット」です。現地（各市町村）に行かない
と手にすることができないところも、魅力のひとつです。
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その他マンホール情報など詳しくは
各市町までお問い合わせください
その他マンホール情報など詳しくは
各市町までお問い合わせください
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市を象徴する「信玄堤」な
ど風景を描いたデザイン
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　大空に飛翔する市の鳥
「しらさぎ」を中心に街を
彩る市の木「桜」・花「れん
げ」を描いたデザイン
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　町の象徴であったゲン
ジボタルの復活を願い清
流に舞う姿をイメージし
たデザイン
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たデザイン

※道路上のマンホールには色がついていません（一部を除く）
※各市町の代表的なマンホール蓋を紹介しています

甲府市 甲府市上下水道局　　経営企画課　☎（228）3317

甲斐市 甲 斐 市 役 所 　下水道課　☎（278）1670

中央市 中 央 市 役 所 　下水道課　☎（274）8555

昭和町 昭 和 町 役 場 　下水道課　☎（275）8356

［甲斐市］ ［中央市］ ［昭和町］
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〈 地下漏水調査研修の様子 〉

甲斐市役所の
下水道課で

配布中！

中央市役所の
下水道課で

配布中！

甲府市上下水道事業推進会議を設置しました

甲府市水道事業業務継続計画（BCP）【地震編】

◆「甲府市水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）」の策定は、2017年度に策定した「甲府市上下水道事業経
営戦略」の経営方針２「災害に強くしなやかな水道（強靭）」の施策の一つ「危機管理対策の強化」
に位置付けられています。

◆「甲府市水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）」の策定は、2017年度に策定した「甲府市上下水道事業経
営戦略」の経営方針２「災害に強くしなやかな水道（強靭）」の施策の一つ「危機管理対策の強化」
に位置付けられています。

　2017年度に策定した「甲府市上下水道事業経営戦略」の着実な推進
を図るとともに、甲府市の水道事業及び下水道事業の経営全般につい
て、幅広い意見を聴き、事業に的確に反映させることで、より健全な経営
を行っていけるように「甲府市上下水道事業推進会議」を設置しました。
　上下水道事業は、人口減少等に伴う水道料金・下水道使用料収入の減
少、老朽化の進む施設の更新及び耐震化費用の増大が予想される厳しい
経営環境にありますが、事業を取り巻く課題に的確に取り組みながら、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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て、幅広い意見を聴き、事業に的確に反映させることで、より健全な経営
を行っていけるように「甲府市上下水道事業推進会議」を設置しました。
　上下水道事業は、人口減少等に伴う水道料金・下水道使用料収入の減
少、老朽化の進む施設の更新及び耐震化費用の増大が予想される厳しい
経営環境にありますが、事業を取り巻く課題に的確に取り組みながら、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。

　「業務継続計画（Business Continuity Plan）」とは、大規模な災害、事件、事故等の際に、限られ
た資源（人、物、資金、情報）を用いて暫定的な復旧作業など、優先順位の高い業務（非常時優先業務）
を行うための対策を定めたものです。
　人命や社会生活に甚大な被害を及ぼす大規模地震が発生した場合、水道事業の継続に必要な資
源も震災による被害で制限を受け、十分な対応ができないことが想定されます。
　しかし、水道はお客様にとって重要なライフラインの一つであることから、災害時にも供給機能の
維持に努め、早期に被災前と近い状態に回復させることが必要です。
　こうしたことから、甲府市上下水道局では、これまでに発生した大規模地震の教訓を踏まえ、限ら
れた資源を効率的に活用し、地震発生時における応急給水や応急復旧などの非常時優先業務を迅
速に実施するとともに、水道機能を早期に回復させることを目的に本計画を策定しました。
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水道技術の継承に取り組んでいます
　水道管の老朽化などにより、水道施設の維持管理がこれまで以上に重要となる中、
水道技術を中心的に担ってきた職員は退職期を迎え、その技術の継承・職員の育成が
全国的な課題となっています。
　地上にあらわれない地下漏水は、大切な水資源を無駄にするだけではなく、道路陥
没や建物への浸水など、二次災害を及ぼす恐れもあります。このような漏水を防止す
るためには、探知機器による調査など、豊富な経験と卓越した技術が必要となります。
　こうしたことから、甲府市上下水道局では、昭和北方水源に漏水調査研修施設を開
設し、漏水調査技術はもとより、現場で必要となる様々な水道技術の習得を図り、今後
の技術者育成に取り組んでいます。

　水道管の老朽化などにより、水道施設の維持管理がこれまで以上に重要となる中、
水道技術を中心的に担ってきた職員は退職期を迎え、その技術の継承・職員の育成が
全国的な課題となっています。
　地上にあらわれない地下漏水は、大切な水資源を無駄にするだけではなく、道路陥
没や建物への浸水など、二次災害を及ぼす恐れもあります。このような漏水を防止す
るためには、探知機器による調査など、豊富な経験と卓越した技術が必要となります。
　こうしたことから、甲府市上下水道局では、昭和北方水源に漏水調査研修施設を開
設し、漏水調査技術はもとより、現場で必要となる様々な水道技術の習得を図り、今後
の技術者育成に取り組んでいます。
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業務継続計画（BCP）の実践効果（イメージ）業務継続計画（BCP）の実践効果（イメージ）

平常時の
業務水準

発災

発災以降、業務継続計画の実施による業務水準の推移

発災以降、業務継続計画がない場合の業務水準の推移

業務立ち上げ時間の短縮

発災直後の業務水準の向上

甲府市
観光案内所で

配布中！

発見！デザインマンホール発見！デザインマンホール
～ご当地の魅力をマンホールの蓋にも～～ご当地の魅力をマンホールの蓋にも～

甲府市の代表的なデザインマンホール甲府市の代表的なデザインマンホール

給水区域内市町のデザインマンホール給水区域内市町のデザインマンホール

　　マンホールとは？ 

　マンホールは、man（人）とhole（穴）を組み合
わせた言葉です。
　文字通り、下水道管内の点検・修理・掃除などを
するために、人が出入りする孔(あな)のことです。
その開口部は人や物などが誤って落ちないよう
に蓋がしてあります。

　　　どうしてマンホールの蓋は丸いの？

　四角い蓋だと角度によっては内部に落下してし
まいます。丸い蓋だと、たとえ、ずれたとしても、円
の直径より大きくなることがないので、内部に落
下することは絶対にありません。

ふた



蓋のデザインはいろいろ！
　蓋の表面には、人や車などが通行する場合に滑らないように凹凸があり、この凹凸には意匠としての紋様や、独自に
デザインされたものがたくさんあります。
　その地域や土地にゆかりのある人物や名所・名産など、そこでしか見ることのできない様々なデザインをあしらった
マンホールの蓋が、日本全国にあり、その総数は12,000種以上にのぼるといわれています。
　「ご当地マンホール」として、国内はもとより、海外からも注目を集め、愛好家が現地に赴くなど、その人気は急激に
高まっています。
　足元を見てみれば、その土地の魅力や歴史を発見するきっかけになるかもしれません。

蓋のデザインはいろいろ！
　蓋の表面には、人や車などが通行する場合に滑らないように凹凸があり、この凹凸には意匠としての紋様や、独自に
デザインされたものがたくさんあります。
　その地域や土地にゆかりのある人物や名所・名産など、そこでしか見ることのできない様々なデザインをあしらった
マンホールの蓋が、日本全国にあり、その総数は12,000種以上にのぼるといわれています。
　「ご当地マンホール」として、国内はもとより、海外からも注目を集め、愛好家が現地に赴くなど、その人気は急激に
高まっています。
　足元を見てみれば、その土地の魅力や歴史を発見するきっかけになるかもしれません。

　可憐で美しい花を大空に向
かって開く市の花「ナデシコ」
をモチーフにしたデザイン

　可憐で美しい花を大空に向
かって開く市の花「ナデシコ」
をモチーフにしたデザイン

　こうふ開府500年を記念したレア・
デザイン
　設置場所は甲府駅南口の一箇所のみ

　こうふ開府500年を記念したレア・
デザイン
　設置場所は甲府駅南口の一箇所のみ

マンホールカードを集めてみませんか？

　マンホール蓋を図柄にした「マンホールカード」がブームとなって
います。下水道広報プラットホーム（ＧＫＰ）が企画し、全国の自治体と
共同で発行している全国統一型のカードコレクションです。
　「マンホールカード」は、下水道に親しみや興味をもってもらい、
その土地にしかないマンホールの魅力について触れることができる
無料配布の「カード型パンフレット」です。現地（各市町村）に行かない
と手にすることができないところも、魅力のひとつです。

マンホールカードを集めてみませんか？

　マンホール蓋を図柄にした「マンホールカード」がブームとなって
います。下水道広報プラットホーム（ＧＫＰ）が企画し、全国の自治体と
共同で発行している全国統一型のカードコレクションです。
　「マンホールカード」は、下水道に親しみや興味をもってもらい、
その土地にしかないマンホールの魅力について触れることができる
無料配布の「カード型パンフレット」です。現地（各市町村）に行かない
と手にすることができないところも、魅力のひとつです。

その他マンホール情報など詳しくは
各市町までお問い合わせください
その他マンホール情報など詳しくは
各市町までお問い合わせください

　市のマスコットキャラク
ター「やはたいぬ」と甲斐
市を象徴する「信玄堤」な
ど風景を描いたデザイン

　市のマスコットキャラク
ター「やはたいぬ」と甲斐
市を象徴する「信玄堤」な
ど風景を描いたデザイン

　大空に飛翔する市の鳥
「しらさぎ」を中心に街を
彩る市の木「桜」・花「れん
げ」を描いたデザイン

　大空に飛翔する市の鳥
「しらさぎ」を中心に街を
彩る市の木「桜」・花「れん
げ」を描いたデザイン

　町の象徴であったゲン
ジボタルの復活を願い清
流に舞う姿をイメージし
たデザイン

　町の象徴であったゲン
ジボタルの復活を願い清
流に舞う姿をイメージし
たデザイン

※道路上のマンホールには色がついていません（一部を除く）
※各市町の代表的なマンホール蓋を紹介しています

甲府市 甲府市上下水道局　　経営企画課　☎（228）3317

甲斐市 甲 斐 市 役 所 　下水道課　☎（278）1670

中央市 中 央 市 役 所 　下水道課　☎（274）8555

昭和町 昭 和 町 役 場 　下水道課　☎（275）8356

［甲斐市］ ［中央市］ ［昭和町］
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〈 地下漏水調査研修の様子 〉

甲斐市役所の
下水道課で

配布中！

中央市役所の
下水道課で

配布中！

甲府市上下水道事業推進会議を設置しました

甲府市水道事業業務継続計画（BCP）【地震編】

◆「甲府市水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）」の策定は、2017年度に策定した「甲府市上下水道事業経
営戦略」の経営方針２「災害に強くしなやかな水道（強靭）」の施策の一つ「危機管理対策の強化」
に位置付けられています。

◆「甲府市水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）」の策定は、2017年度に策定した「甲府市上下水道事業経
営戦略」の経営方針２「災害に強くしなやかな水道（強靭）」の施策の一つ「危機管理対策の強化」
に位置付けられています。

　2017年度に策定した「甲府市上下水道事業経営戦略」の着実な推進
を図るとともに、甲府市の水道事業及び下水道事業の経営全般につい
て、幅広い意見を聴き、事業に的確に反映させることで、より健全な経営
を行っていけるように「甲府市上下水道事業推進会議」を設置しました。
　上下水道事業は、人口減少等に伴う水道料金・下水道使用料収入の減
少、老朽化の進む施設の更新及び耐震化費用の増大が予想される厳しい
経営環境にありますが、事業を取り巻く課題に的確に取り組みながら、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。

　2017年度に策定した「甲府市上下水道事業経営戦略」の着実な推進
を図るとともに、甲府市の水道事業及び下水道事業の経営全般につい
て、幅広い意見を聴き、事業に的確に反映させることで、より健全な経営
を行っていけるように「甲府市上下水道事業推進会議」を設置しました。
　上下水道事業は、人口減少等に伴う水道料金・下水道使用料収入の減
少、老朽化の進む施設の更新及び耐震化費用の増大が予想される厳しい
経営環境にありますが、事業を取り巻く課題に的確に取り組みながら、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。

　「業務継続計画（Business Continuity Plan）」とは、大規模な災害、事件、事故等の際に、限られ
た資源（人、物、資金、情報）を用いて暫定的な復旧作業など、優先順位の高い業務（非常時優先業務）
を行うための対策を定めたものです。
　人命や社会生活に甚大な被害を及ぼす大規模地震が発生した場合、水道事業の継続に必要な資
源も震災による被害で制限を受け、十分な対応ができないことが想定されます。
　しかし、水道はお客様にとって重要なライフラインの一つであることから、災害時にも供給機能の
維持に努め、早期に被災前と近い状態に回復させることが必要です。
　こうしたことから、甲府市上下水道局では、これまでに発生した大規模地震の教訓を踏まえ、限ら
れた資源を効率的に活用し、地震発生時における応急給水や応急復旧などの非常時優先業務を迅
速に実施するとともに、水道機能を早期に回復させることを目的に本計画を策定しました。

　「業務継続計画（Business Continuity Plan）」とは、大規模な災害、事件、事故等の際に、限られ
た資源（人、物、資金、情報）を用いて暫定的な復旧作業など、優先順位の高い業務（非常時優先業務）
を行うための対策を定めたものです。
　人命や社会生活に甚大な被害を及ぼす大規模地震が発生した場合、水道事業の継続に必要な資
源も震災による被害で制限を受け、十分な対応ができないことが想定されます。
　しかし、水道はお客様にとって重要なライフラインの一つであることから、災害時にも供給機能の
維持に努め、早期に被災前と近い状態に回復させることが必要です。
　こうしたことから、甲府市上下水道局では、これまでに発生した大規模地震の教訓を踏まえ、限ら
れた資源を効率的に活用し、地震発生時における応急給水や応急復旧などの非常時優先業務を迅
速に実施するとともに、水道機能を早期に回復させることを目的に本計画を策定しました。

水道技術の継承に取り組んでいます
　水道管の老朽化などにより、水道施設の維持管理がこれまで以上に重要となる中、
水道技術を中心的に担ってきた職員は退職期を迎え、その技術の継承・職員の育成が
全国的な課題となっています。
　地上にあらわれない地下漏水は、大切な水資源を無駄にするだけではなく、道路陥
没や建物への浸水など、二次災害を及ぼす恐れもあります。このような漏水を防止す
るためには、探知機器による調査など、豊富な経験と卓越した技術が必要となります。
　こうしたことから、甲府市上下水道局では、昭和北方水源に漏水調査研修施設を開
設し、漏水調査技術はもとより、現場で必要となる様々な水道技術の習得を図り、今後
の技術者育成に取り組んでいます。

　水道管の老朽化などにより、水道施設の維持管理がこれまで以上に重要となる中、
水道技術を中心的に担ってきた職員は退職期を迎え、その技術の継承・職員の育成が
全国的な課題となっています。
　地上にあらわれない地下漏水は、大切な水資源を無駄にするだけではなく、道路陥
没や建物への浸水など、二次災害を及ぼす恐れもあります。このような漏水を防止す
るためには、探知機器による調査など、豊富な経験と卓越した技術が必要となります。
　こうしたことから、甲府市上下水道局では、昭和北方水源に漏水調査研修施設を開
設し、漏水調査技術はもとより、現場で必要となる様々な水道技術の習得を図り、今後
の技術者育成に取り組んでいます。

業
務
水
準

約2週間 約1ヶ月 時間軸

業務継続計画（BCP）の実践効果（イメージ）業務継続計画（BCP）の実践効果（イメージ）

平常時の
業務水準

発災

発災以降、業務継続計画の実施による業務水準の推移

発災以降、業務継続計画がない場合の業務水準の推移

業務立ち上げ時間の短縮

発災直後の業務水準の向上

甲府市
観光案内所で

配布中！

発見！デザインマンホール発見！デザインマンホール
～ご当地の魅力をマンホールの蓋にも～～ご当地の魅力をマンホールの蓋にも～

甲府市の代表的なデザインマンホール甲府市の代表的なデザインマンホール

給水区域内市町のデザインマンホール給水区域内市町のデザインマンホール

　　マンホールとは？ 

　マンホールは、man（人）とhole（穴）を組み合
わせた言葉です。
　文字通り、下水道管内の点検・修理・掃除などを
するために、人が出入りする孔(あな)のことです。
その開口部は人や物などが誤って落ちないよう
に蓋がしてあります。

　　　どうしてマンホールの蓋は丸いの？

　四角い蓋だと角度によっては内部に落下してし
まいます。丸い蓋だと、たとえ、ずれたとしても、円
の直径より大きくなることがないので、内部に落
下することは絶対にありません。

ふた



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

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 〒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 ● 甲府市水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）【地震編】
　　　　　　  ● 甲府市上下水道事業推進会議を設置しました

● 発見！デザインマンホール

● 水道技術の継承に取り組んでいます

● 「甲府の水」がモンドセレクション金賞受賞
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　近い将来、南海トラフ地震、東海地震等の大規模地震が高い確率で起こることが予測されています。こうし
た大地震に備え、甲府市上下水道局では、お客様の生活に欠かせない水をいち早く供給できるように、応急
給水や応急復旧などを迅速かつ効果的に行うための行動マニュアルとして、「甲府市水道事業業務継続計画
（BCP）【地震編】」を策定しました。

　近い将来、南海トラフ地震、東海地震等の大規模地震が高い確率で起こることが予測されています。こうし
た大地震に備え、甲府市上下水道局では、お客様の生活に欠かせない水をいち早く供給できるように、応急
給水や応急復旧などを迅速かつ効果的に行うための行動マニュアルとして、「甲府市水道事業業務継続計画
（BCP）【地震編】」を策定しました。

特別号

すいてきくん

しずくちゃん

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。

「甲府市水道事業業務継続計画（BCP）【地震編】」を策定しました「甲府市水道事業業務継続計画（BCP）【地震編】」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。

ボトルドウォーター
「甲府の水」とは？

ボトルドウォーター「甲府の水」
2018年モンドセレクション金賞を受賞しました！！

ボトルドウォーター「甲府の水」
2018年モンドセレクション金賞を受賞しました！！

　安全でおいしい甲府の水道水の利用促進と、非常用飲料水の備蓄意識
の向上を目的に製造しているボトルドウォーター「甲府の水」が、国際的な
品質評価機関であるモンドセレクションの2018年｢ビール､水ならびに
ノンアルコール飲料部門｣において優秀品質「金賞」を受賞しました。

　安全でおいしい甲府の水道水の利用促進と、非常用飲料水の備蓄意識
の向上を目的に製造しているボトルドウォーター「甲府の水」が、国際的な
品質評価機関であるモンドセレクションの2018年｢ビール､水ならびに
ノンアルコール飲料部門｣において優秀品質「金賞」を受賞しました。

　日本有数の渓谷美を誇る御岳昇仙峡の表流水を原水とする
水道水を、長期保存のため加熱殺菌処理等の工程を経てボト
ルに詰めたものです。
　災害備蓄用や会議用などでご好評をいただいています。
　
　販売場所

　◆甲府市上下水道局１階サービスセンター
　　価格（税込）　1,920円／箱（490mlペットボトル24本入）
　◆甲府市役所１階コンビニエンスストア
　　価格（税込）　100円／本

　　※賞味期限　2023年1月18日
サービスセンター　☎（228）3311

ぜひご利用ください！

詳しくはこちら▶

「モンドセレクション」とは？

　1961年、ベルギーの首都ブリュッセルに「公正中立で独立した品質
の審査評価機関」として設立された、民間団体です。ベルギーの国家組
織機関や各分野の専門家の指導のもと、客観的な審査評価手法を取り
入れ、半世紀以上にわたり、世界各国から出品される様々な製品の審査
ならびに評価を行っています。
　その評価結果は国際的に、また国内においても高い信頼を得ています。

「モンドセレクション」とは？

　1961年、ベルギーの首都ブリュッセルに「公正中立で独立した品質
の審査評価機関」として設立された、民間団体です。ベルギーの国家組
織機関や各分野の専門家の指導のもと、客観的な審査評価手法を取り
入れ、半世紀以上にわたり、世界各国から出品される様々な製品の審査
ならびに評価を行っています。
　その評価結果は国際的に、また国内においても高い信頼を得ています。

　平成30年10月から、ヤフー公式アプリでの収納
サービスを開始しました。バーコード入りの納付書が
あれば、いつでもどこでもお支払い手続きができます。
上下水道局ホームページでご確認ください。

　平成30年10月から、ヤフー公式アプリでの収納
サービスを開始しました。バーコード入りの納付書が
あれば、いつでもどこでもお支払い手続きができます。
上下水道局ホームページでご確認ください。

上下水道料金が
ヤフー公式アプリで納付可能に！

上下水道料金が
ヤフー公式アプリで納付可能に！

問

　この金賞受賞により、ボトルドウォーター「甲府の水」が国際的な

評価基準を満たした優良な品質であることが認められました。

　今回の受賞を励みとし、これからも、より一層、安全・安心でおい

しい水道水の安定供給に努めていきます。
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▲ 詳しくはこちら


