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 業 務 実 績 表 （ 佐 原 、 小 見 川 ・ 山 田 ） 赤字訂正箇所 

業務項目 業務内容 詳   細 備   考 

受付、開栓・閉

栓、検針業務 

受付件数 
T E L 16,174件 
窓口 4,000件  

（簡水含む） 
 

開栓業務 2,687件  

閉栓業務 2,608件  

検針サイクル 毎月の１日から 10日頃まで 月平均件数 25,663件 

年間検針数 307,958件 
12,180件 

（定例検針） 
（保留、再検針は、簡水含む） 

使用戸数 22,192件  

収納、滞納整

理業務 

年間調定総数 
275,344件 

1,912,580千円 
 

調定更生件数 81件 
漏 水 67件  下水の追加調定 
その他 14件  2,870件（賦課漏 

れ分） 

収納額 

274,034件 
1,909,922千円 

 

現年度 268,012件 
1,869,702千円 

口座振替 222,638件 1,530,953千円 

納付書 45,374件 338,749千円 

過年度 6,022件 
40,220千円 

口座振替 404件 6,067千円 

納付書  5,618件 34,153千円 

納入通知書に

よる収納関係 

納入通知書 
発送 検針月の 15～20日頃 
納期限 検針日の月末 

3,860件/月 
46,321件/年 

督促状 検針日の翌々月１日頃 
987件/月  ↓下水道課 

11,842件/年   催告書 21件 

口座振替によ

る収納関係 

振替日 
検針月の 25日 
（再振替日 翌月 25日） 

 

領収書発送 振替実施月末日頃（希望者に対応） 
576件/月 
6,905件/年 

   

コンビニ収納 収納額 
28,773件 

112,496千円 
現年度 25,932件 101,303千円 
過年度 2,841件 11,193千円 

滞納整理 

納入通知書等再発行 6,291件  

窓口・巡回集金の収納 

実際に訪問 16,000件 集金 7,729件 

45,480,430円 
窓口 2,694件  15,887,296千円 

HT 5,035件 29,593,134千円 

給水停止関係 
予告状配布 毎月上旬に郵送 

配布実績 392件/月 
4,698件/年 

給水停止執行 
毎月 25日前後の１日間 
執行書配布 30件/月 329件/年 

停止執行 30件/月 329件/年 

納入場所 

香取市役所 本庁、支所、水道課  

受託者営業所 佐原、小見川  

金融機関 

京葉銀行 みずほ銀行 三菱東京 UFJ銀行 

千葉銀行 千葉興業銀行 千葉信用金庫 
銚子信用金庫 佐原信用金庫 銚子商工信
用組合 香取農業協同組合（各支所のみ） 

佐原農業協同組合 

 

関東各都県及び山梨県所在のゆう
ちょ銀行・郵便局 

 

コンビニエンスストア   

水道メーター
等管理業務 

検定満期該当件数 2,891件  

郵便件数 
第一種郵便 1,108件  

第二種郵便 75,538件  
定例分 
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業 務 実 績 表 （ 栗 源 ） 

業務項目 業務内容 詳   細 備   考 

受付、開栓・閉

栓、検針業務 

受付件数 件 （窓口受付件数） 

開栓業務 34件  

閉栓業務 32件  

検針サイクル 奇数月の 10日前後 月平均件数  915件 

年間検針数 5,485件 （定例検針） 

使用戸数 830件  

収納、滞納整

理業務 

年間調定総数 
4,975件 

60,792千円 
 

調定更生件数 7件 漏 水 7件 

収納額 

4,977件 
60,845千円 

 

現年度       4,862件 
59,260千円 

口座振替 4,221件 49,424千円 

納付書   641件 9,836千円 

過年度       115件 
1,585千円 

口座振替   24件  235千円 

納付書    91件 1,350千円 

納入通知書に

よる収納関係 

納入通知書 発送 検針月の 15～20日頃 652件/年 

督促状 検針日の翌々月 1日頃 145件/年 

口座振替によ

る収納関係 

振替日 
検針月の 25日 

（再振替日 翌月 25日） 
 

領収書発送 振替実施月末日頃（希望者に対応）  

   

コンビニ収納 収納額 
392件 

3,073千円 
現年度 332件 2,579千円 
過年度 60件  494千円 

滞納整理 

納入通知書等再発行 42件  

窓口・巡回集金の収納 

40件 
267,097円 

窓口  14件 105,340千円 

    26件 161,757千円 

給水停止関係 
予告状配布 偶数月上旬に郵送 配布実績 41件/年 

給水停止執行 
隔月の 25日前後の１日 
執行書配布 7 件/年 

停止執行 1件/月  7件/年 

納入場所 

香取市役所 本庁、支所、水道課  

受託者営業所 佐原、小見川  

金融機関 

京葉銀行 みずほ銀行 三菱東京 UFJ銀行 
千葉銀行 千葉興業銀行 千葉信用金庫 
銚子信用金庫 佐原信用金庫 銚子商工信

用組合 香取農業協同組合（各支所のみ） 
佐原農業協同組合 

 

関東各都県及び山梨県所在のゆう
ちょ銀行・郵便局 

 

コンビニエンスストア   

水道メーター
等管理業務 

検定満期該当件数 194件  

郵便件数 
第一種郵便 10件  

第二種郵便 1,159  

 

 

定例分 


