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うちの水道メーターは交換の時期かしら?

　メーター交換の時期を迎えるお客様には、検針時に検針票と一緒にメーター交
換のお知らせを発行します。

だれが交換作業をやるのかしら?

　交換作業は、企業団が委託した芳賀中部管工事組合が行います。
　交換業者は企業団発行の「身分証明書」を携帯しています。不審な点がありま
したら、証明書の提示をお求めいただくか業務係へお問い合わせください。

市貝町…7月の検針票

芳賀町…9月の検針票
でお知らせします。

※益子町のメーター交換は6月
に終了しました。ご協力あ
りがとうございました。
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メーター交換のお知らせメーター交換のお知らせ
問業務係　☎028－677－1952

　ご家庭で使用している水道メーターは、計量法により使用有効期間が8年と定められ
ています。
　使用した水量を正確に計るため、期限を迎えるものについては、無料で新しいメーター
に交換します。

実施期間　市貝町　7月12日（火）～7月20日（水）
　　　　　芳賀町　9月10日（土）～9月20日（火）

※益子町は６月に実施し、作業は終了しています。
　ご協力ありがとうございました。



工事のお知らせ工事のお知らせ工事のお知らせ工事のお知らせ工事のお知らせ工事のお知らせ工事のお知らせ

　工事期間中は、周辺および通行される皆さま
に大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協
力をよろしくお願いします。

益 子 町
■塙地内（ハーモネートタウン）
　配水管布設替工事（第2工区）
■工　　期　令和4年5月10日から
　　　　　　令和4年8月26日まで
■工事業者　㈱エイト工業

問工務係　☎028－677－1953

至 真岡

調
整
池

ビレッジハウス益子

田代歯科

工事場所

国道121号
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■調査方法

漏水調査を実施しています漏水調査を実施しています 問工務係　☎028－677－1953

　企業団では、限りある水資源の有効活用や陥没による事故の未然防止等のため、道路や宅地内
に埋設されている水道管の漏水調査を行っています。調査地域、時期については、給水区域内で
1年を通して行います。

　音聴俸や漏水探知機などの調査機器を使い、道路や敷地内（メーターまで）漏水の有無を調査
します。
　調査は、腕章をつけ身分証を携帯した調査員が敷地内に立ち入ることがありますが、建物内に
入ることはありません。

■委託業者

この調査で、お客様に調査費用を請求することはありません。
不審な点がありましたら、工務係までお問い合わせください。

㈱サンスイ　北関東支店
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■貯水槽水道とは
　ビル・マンション等の建物で、企業団から供給
される水を受水槽にいったん貯めてから、利用者
に給水する施設を貯水槽水道と言います。
　受水槽に入る前の水は、企業団が管理しますが
受水槽以降の施設と水質管理は、設置者が責任を
もって管理することとなっています。
　貯水槽の清掃や点検を心がけ、適切に管理しま
しょう。

貯水槽水道をご利用の皆さまへ

■管理のポイント
・清掃【年1回以上】
　清掃を行う場合は、貯水槽清掃業者にご依頼
ください。

・点検【月1回以上】
　右の図を参考に定期的に貯水槽の点検を行っ
てください。
　特に地震・台風・大雨・凍結などがあったと
きは、速やかに点検を行ってください。

・水質検査【毎日】
　透明なコップに蛇口から水を取り、色や濁り、
臭い、味などについて異常がないか検査してく
ださい。
　異常があったときは、直ちに給水を停止し、
利用者に知らせると共に専門の機関で検査を
行ってください。

水道水の放射性物質測定検査結果
検査場所 採水日

放射性セシウム（Bq/Kg）
セシウム134 セシウム137

芳志戸浄水場 6月  6日 不検出
（0.6未満）

不検出
（0.8未満）

西田井浄水場 6月  6日 不検出
（0.9未満）

不検出
（0.8未満）

鬼怒水道事務所※ 5月12日 不検出
（0.8未満）

不検出
（0.8未満）

※台町配水場、西部台地配水場に供給しています。

貯水槽水道の例

水　道　管

水道メーター

貯水槽
（受水槽）

高架水槽
（受水槽）

ポ
ン
プ

4階

3階

2階

1階

防虫網

オーバー
フロー管

流出管

水槽にヒビ割れや
水漏れは

ありませんか？

水槽内に
沈殿物や浮遊物は
ありませんか？ついていますか？

又はいたんで
いませんか？

防虫網
ついていますか？
又はいたんで
いませんか？

通気管

流入管

※水槽の周辺は清潔ですか？

密閉型できちんと鍵が
かかっていますか？

マンホール（ふた）

水抜管

貯水槽

　芳志戸浄水場および西田井浄
水場で採水し、３カ月に１回放
射性物質の濃度測定を行ってい
ます。
　一部の地域に供給している栃
木県企業局の鬼怒水道事務所で
も測定を行っています。
　検査結果は右表のとおりです。
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新築・増改築をする際は、新築・増改築をする際は、
水道工事事業者をご確認ください水道工事事業者をご確認ください

　ご自宅の新築・増改築工事に伴い、給水装置の新
設や改造工事を行う場合は、企業団指定給水装置工
事事業者による給水工事の申請が必要になります。
　近年、ご自宅の新築・増改築などを行う際、ハウ
スメーカーを利用される方が増えていますが、水道
工事を行う業者は、企業団指定給水装置工事事業者
であることをご確認ください。また、給水装置の漏
水修理（蛇口のパッキン交換など軽微なものは除
く。）の場合も指定給水装置工事事業者に工事を依
頼してください。

問工務係　☎ 028－677－1953

どうして指定給水装置工事事業
者でなくてはダメなの？

　給水装置は水道水の汚染や漏水を防ぐために
その構造や材質の基準が水道法で定められてい
ます。
　そのため、給水装置工事は水道法および企業
団給水条例で指定給水装置工事事業者が行うこ
とと定められています。

給水装置とは…配水管から分岐して宅地内に
引き込まれた給水管と直結する給水器具（止
水栓、弁類、給水栓など）を給水装置と言い
ます。ただし、受水槽がある場合は受水槽手
前までが給水装置になります。

指定給水装置工事事業者以外の
業者が水道工事を行ったら？

　無資格・無届工事となり、工事のやり直しや
給水できない場合があります。
　無届工事の場合、設計審査や工事検査を行え
ず、工事の内容や使用する材料が適切かどうか
判断できません。また企業団に申請書が残らな
いため、ご自宅の配管等の図面を確認すること
ができません。
　必ず指定給水装置工事事業者に依頼してくだ
さい。

企業団ホームページから指定給水装置
工事事業者を確認できます!!

芳賀中部上水道企業団
指定事業者



ちょっと教えて!?
～芳志戸浄水場のしくみ～～芳志戸浄水場のしくみ～

　企業団の一日平均配水量は、約16,000㎥になります。
　芳志戸浄水場の一日平均配水量は約12,000㎥。ということは、企業団の約
75％の水道水が芳志戸浄水場で作られています。「今回のちょっと教えて!?」は
芳志戸浄水場のしくみ、水道水ができるまでを紹介します!!

　体の中の水分が不足すると、熱中
症、脳梗塞、心筋梗塞など、さまざ
まな健康障害のリスクの要因となり
ます。
　健康のため、
こまめに水を飲
みましょう。

健康のため
水を飲もう

　芳賀町の八ツ木、芳志戸
地内に計3か所井戸がありま
す。水中ポンプで汲み上げ
ます。

芳志戸浄水場へ
　汲み上げられた水は、導
水管をとおり芳志戸浄水場
に送られます。

　汲み上げられた水の中に
炭酸が含まれているため、
空気を混ぜて炭酸を抜きま
す。

　炭酸を抜いた水を消毒し
ます。消毒は次亜塩素酸ナ
トリウムが使われます。

水道水の完成です!! 　水道水は、浄水池に貯め
られます。その後、ポンプ
を使い芳賀町で一番標高の
高い場所にある、芳志戸配
水池へ送られます。

　芳志戸配水池から高低差を利用して皆さんの家庭に
送られます。

益子町、芳賀町、市貝町の
小学校4年生のみなさんが、施設見学に来ました。

■　水質計器室　■ ■　発電機室　■■　電気室　■
見学の様子見学の様子
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NO.75の答えは「いよかん」でした。
たくさんのご応募ありがとうござ
いました。
抽選の結果、小出さん、小森さん
にクオカードをプレゼントしまし
た。

応募方法
　住所、氏名、パズルの答え、はが水だよりの感想や「ちょっと教えて!?」で聞
いてみたいことなどをご記入の上、ハガキまたはメールでご応募ください。

応募はこちらまで
〒321-3304
芳賀町大字祖母井1703
芳賀中部上水道企業団　総務係　
E-mail：soumu@hagasui.or.jp
応募締切　令和4年8月1日

に入る言葉を組み合わせてできる言葉は何でしょう？□

【タテのカギ】
2　魔物、悪魔の世界。
3　哺乳類。アフリカの川や湖・沼などに住んでいます。

口が大きいのが特徴です。
4　ビタミンC豊富な果物。

果肉が緑色のものと黄色いものがあります。
5　手紙。知らせ。
6　物事がこの先どうなるか、

前もって検討をつけること。
8　酢飯や海苔、かんぴょう等を除く

寿司の食材のこと。

【ヨコのカギ】
1　人の氏名。姓名。
4　肉食獣などにある

大きくとがった犬歯または門歯。
5　地球から最も近い恒星。

地球を含む8つの惑星がこの周辺を
公転しています。

7　寝ようとする相手に寄り添って寝ること。
赤ちゃんと○○○する。

9　本土、本島から
離れている島。

正解者の中から抽選で2人に1,000円分の
クオカードをプレゼントします。 

（ヒント）七月七日は何の日でしょう～？

パズルに答えてね！パズルに答えてね！

編集後記編集後記表紙の写真（～施設見学～）表紙の写真（～施設見学～）

　今年も施設見学の季節がやってきました！2年前はコロナ
ウイルス感染拡大のため施設見学をやむを得ず中止にし、昨
年度から感染防止をしながら再開しました。
　見学の内容は、まず始めに企業団の仕事の内容のDVDを鑑
賞し、次に実際に施設内を見学します。最後に子どもたちの質
問コーナーがあります。
　今回のちょっと教えては芳志戸浄水場のしくみです。施設
見学の写真も掲載しましたのでご覧ください。

　春も終わりだんだん暑くなってくると我が家
では、そうめんが活躍し始めます。毎年何か
しらアレンジして食べていますが、今年は焼き
そうめんを試してみる予定です。
　今から夏が楽しみです。

（かっしー）

　最近、年齢のせいかお寺とか神社に行くと
心が落ち着きます。
　また、今まで興味のなかった大河ドラマに
はまっています。
　とくれば、当然私の今の願望は、鎌倉に行
きたい！！鎌倉殿ゆかりの地、鶴岡八幡宮に行
きたい！！その前に益子町にある阿野全成の墓
に行こうと思います。

（のりたま）

編集・発行　芳賀中部上水道企業団
〒321-3304　栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1703番地
総務係 028-677-1661　業務係 028-677-1952　工務係 028-677-1953　ＦＡＸ 028-677-3789
ホームページ　https://www.hagasui.or.jp
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