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～お届けします安心・安定　育みます生命の源～

水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査のののののののののののののののののののののの結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果ににににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいてててててててててててててててててててててて
　企業団では、水質検査計画に基づき、定期的に水質検査を行っています。水道法で定め
られた項目を検査する「例月水質検査」と、水道管の管末における色や濁り、残留塩素を
検査する「毎日水質検査」があります。
　下記の結果は、11月に行った例月水質検査の結果です。この検査では、水質基準51項目
について検査を行いました。 円円円円円円円円円円円円円円 問施設係　緯028-677-1953

※　月、　 月の検査結果は、芳賀中部上水道企業団ホームページをご覧ください。5 8

採水箇所基準値等
(mg/L以下)検　　査　　項　　目省令

番号 益子町あぐり館市貝町役場芳賀町役場
000100個／mL以下一般細菌1

不検出不検出不検出検出されないこと大腸菌2
0.0003未満0.0003未満0.0003未満0.003カドミウム及びその化合物3
0.00005未満0.00005未満0.00005未満0.0005水銀及びその化合物4
0.001未満0.001未満0.001未満0.01セレン及びその化合物5
0.001未満0.001未満0.001未満0.01鉛及びその化合物6
0.001未満0.001未満0.001未満0.01ヒ素及びその化合物7
0.005未満0.005未満0.005未満0.05六価クロム化合物8
0.004未満0.004未満0.004未満0.04亜硝酸態窒素9
0.001未満0.001未満0.001未満0.01シアン化物イオン及び塩化シアン10
0.91.51.610硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素11

0.08未満0.08未満0.08未満0.8フッ素及びその化合物12
0.1未満0.1未満0.1未満1.0 ホウ素及びその化合物13
0.0002未満0.0002未満0.0002未満0.002四塩化炭素14
0.005未満0.005未満0.005未満0.051,4－ジオキサン15
0.004未満0.004未満0.004未満0.04シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン16
0.002未満0.002未満0.002未満0.02ジクロロメタン17
0.0005未満0.0005未満0.0005未満0.01テトラクロロエチレン18
0.001未満0.001未満0.001未満0.01トリクロロエチレン19
0.001未満0.001未満0.001未満0.01ベンゼン20
0.06未満0.06未満0.06未満0.6塩素酸21
0.002未満0.002未満0.002未満0.02クロロ酢酸22
0.0050.001未満0.001未満0.06クロロホルム23

0.003未満0.003未満0.003未満0.03ジクロロ酢酸24
0.0030.0020.0010.1ジブロモクロロメタン25

0.001未満0.001未満0.001未満0.01臭素酸26
0.012 0.0030.0010.1総トリハロメタン27
0.0040.003未満0.003未満0.03トリクロロ酢酸28
0.0040.001未満0.001未満0.03ブロモジクロロメタン29

0.001未満0.0010.001未満0.09ブロモホルム30
0.008未満0.008未満0.008未満0.08ホルムアルデヒド31
0.1未満0.1未満0.1未満1.0 亜鉛及びその化合物32
0.020.02未満0.02未満0.2アルミニウム及びその化合物33

0.009未満0.006未満0.006未満0.3鉄及びその化合物34
0.1未満0.1未満0.1未満1.0 銅及びその化合物35
8.410.410.4 200ナトリウム及びその化合物36

0.001未満0.001未満0.001未満0.05マンガン及びその化合物37
899200塩化物イオン38
456160300カルシウム、マグネシウム等（硬度）39
92119114500蒸発残留物40

0.02未満0.02未満0.02未満0.2陰イオン界面活性剤41
0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.00001ジェオスミン42
0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.000012-メチルイソボルネオール43
0.005未満0.005未満0.005未満0.02非イオン界面活性剤44
0.0005未満0.0005未満0.0005未満0.005フェノール類45
0.30.3未満0.3未満3有機物（全有機炭素TOCの量）46
7.27.27.25.8-8.6pH値47

異常なし異常なし異常なし異常でないこと味48
異常なし異常なし異常なし異常でないこと臭気49
0.5未満0.5未満0.5未満5度色度50
0.1未満0.1未満0.1未満2度濁度51
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はが水だより

水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道水水水水水水水水水水のののののののののの放放放放放放放放放放射射射射射射射射射射性性性性性性性性性性物物物物物物物物物物質質質質質質質質質質測測測測測測測測測測定定定定定定定定定定検検検検検検検検検検査査査査査査査査査査結結結結結結結結結結水道水の放射性物質測定検査結果果果果果果果果果果果

※1　食品衛生法に基づく基準値
※2　台町配水場、西部台地配水場に供給しています。

企業団の水ってどんな水？企業団の水ってどんな水？企業団の水ってどんな水？
①蒸発残留物
②硬度（カルシウム、マグネシウム）
③遊離炭酸
④臭気度
⑤残留塩素

　②の硬度（カルシウム、マグネシウム）に注目してみましょう。硬度が
100mg/L以下が軟水で、100mg/Lを超えると硬水になります。上
記の結果より、企業団の水は軟水です。クセがなく飲みやすい水です。

114㎎/L
60㎎/L
8㎎/L
異常なし
0.3㎎/L

企業団の水は・・・企業団の水は・・・企業団の水は・・・

※P.2芳賀町役場参照

多く含まれると苦みや渋みなどを感じますが、適度に含まれると、こくのあるまろやかな
味がします。①蒸発残留物

カルシウム、マグネシウムの含有量を表します。硬度の低い水（軟水）はクセがなく、硬
度の高い水（硬水）は、クセがあり、しつこい感じがします。②硬度

水にさわやかさを与える一方、多すぎると刺激が強くなり、まろやかさが失われます。③遊離炭酸
水に不快な臭いがついていると排水や下水の混入、プランクトンや細菌等が繁殖している
可能性があります。④臭気度

衛生上、水道水は塩素が0.1mg／L以上残留していないといけません。しかし、残留塩素の
濃度が高すぎると、カルキ臭の原因になります。⑤残留塩素

◇軟水の特徴
・胃腸に優しい
　ミネラルが多すぎない軟水は、胃腸が未発達な赤ちゃんや胃腸機能が弱っている人にも安心して飲水で
きます。

◇おすすめのお料理
・和食
　軟水は米や野菜を柔らかくする作用があり、出汁を効かせる料理にも適しています。煮物など、具材に
味をしみこませる料理にむいています。
・炊飯
　軟水は米に浸透しやすいため、米がふっくらとしてつややかな炊きあがりになります。

　芳志戸浄水場および西田井浄水場で採水し、
　ヶ月ごとに放射性物質の測定を行っています。3
　これまでの測定結果から，放射能は不検出です
ので、企業団の水は安心してご利用いただけます。
　一部の地域に供給している水道水の供給元であ
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。

　　　企業団採水日　　　　　12月 3日
　　　鬼怒水道事務所採水日　11月 8日

放射性セシウム（Bq/kg）
検査場所

基準値※1セシウム137セシウム134

10

不検出
（0.8未満）

不検出
（0.9未満）芳志戸浄水場

不検出
（0.9未満）

不検出
（0.9未満）西田井浄水場

不検出
（0.8未満）

不検出
（0.7未満）鬼怒水道事務所※2
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至七井

至茂木

至那須烏山

至上稲毛田

至塩田

至杉山

トンネルトンネルトンネル
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工事場所

ゴルフ場

塩田川

主要地方道宇都宮・向田線

稲東集落センター

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、ご協力をよろしくお願いします。

問工務係　☎028-677-1953
①芦沼地内（町道谷津田北側線）配水管布設工事

②見上地内（主要地方道宇都宮向田線）配水管布設工事

工　　期　平成30年9月26日から
　　　　　平成31年1月18日まで
工事業者　㈲滝田設備工業

③上稲毛田地内配水管布設工事
工　　期　平成30年10月25日から
　　　　　平成31年2月28日まで
工事業者　㈱平石工業

工　　期　平成30年10月25日から
　　　　　平成31年2月28日まで
工事業者　中山建設㈱
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工事場所

祖母井

トンネル

至下高根沢

祖母井神社

至赤羽

至稲毛田

至稲毛田

一般県道真岡・那須烏山線

工事のお知らせ工事のお知らせ工事のお知らせ
④祖母井地内（町道中道線）配水管布設替工事
工　　期　平成30年11月27日から
　　　　　平成31年3月8日まで
工事業者　㈱小金建設
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貯水槽水道をご利用の皆さまへ
　貯水槽水道とは、ビルやマンションのような建物に設置さ
れている受水槽以降の給水施設の総称です。
　受水槽に入るまでの水質は、企業団が管理しますが、受水
槽以降の水質は、水道法により設置者の管理が義務付けられ
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）

お客様の管理

企業団の管理

貯水槽
（受水槽）

ポ
ン
プ

4階

3階

2階

1階◇貯水槽水道の維持管理
　貯水槽設置者は、入居者や使用者が「安全でおいしい水」
を飲むために、管理点検を行いましょう。

・専門の業者に貯水槽の清
掃を行ってもらいましょ
う。

清掃【年　回以上】1
・水槽にひび割れや水漏れはありませんか。
・水槽内に沈積物や浮遊物はありませんか。
・マンホールの蓋はきちんとカギがかかっ
ていますか。
・マンホールの防水パッキンは痛んでいま
せんか。
・周囲に汚染の原因となるものは置いてあ
りませんか。

点検【月　回以上】1
・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
か検査を行ってください。
異常があったときは、直ち
に給水を停止し、利用者に
知らせるとともに専門の機
関で検査を行ってください。

水質検査【毎日】
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　芳賀中の　年生が、11月14日から　日間、マイチャレンジ推進2 3
事業で職場体験にやってきました。
　企業団ってどんな仕事をしているの?と疑問に思っている方のた
めに、職場体験の様子を含め、企業団の仕事の一部を紹介します。

マママママママママママママママママママママイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジマイチャレンジにににににににににににににににににににににに
来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!来たよ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

◇業務係の仕事
　業務係は、水道の使用開始や中止によるバルブの開閉作業や、料金に関する仕事を行っています。マイ
チャレンジでは、専用の機械を使って料金収納作業や、水道の開閉栓作業を行いました。

◇工務係の仕事
　工務係は、給水工事の申込の受付から完了検査、配水管の布設工事等を行っています。マイチャレンジ
では、実際に配水管を布設している現場の見学をしたり、職員と一緒に材料検査を行いました。

マイチャレンジマイチャレンジにに
来たよ!来たよ!!!

収納作業の様子 開閉栓作業の様子

配水管布設工事の様子 材料検査の様子

◇施設係の仕事
　施設係は、施設や配水管、給水管の維持管理を行っています。マイチャレンジでは、施設の巡回に同行
し、水質に異常がないか、機械がきちんと稼働しているかを点検しました。

ポンプ場更新工事の様子 残留塩素測定の様子 エアレーションの
点検の様子

配水量の確認の様子

マイチャレンジを体験してみて…（中学生の感想）マイチャレンジを体験してみて…（中学生の感想）
　今の世の中の当たり前があるのは、こういう仕事が成り立ってこそなんだと実感
しました。
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　これから寒い季節がやってきます。水道が
凍結して困ったなんてことはありませんか?
　どうすれば水道の凍結を防げるか、もし
凍ってしまった場合はどのようにすれば良い
かなどを紹介します。

ちょっと教えて!?
～凍結防止編～

AAメーターボックス内の止水栓で、水を止める

　気温が下がると、水道管に入っている水が、凍結を始めます。水が凍ることで体積が増え、水道管が
破裂してしまいます。それを防ぐため、水道管の中の水を抜く方法です。
　長期的に家を空ける時や、冷え込みが強くなる日などにおすすめの方法です。

【方法】
　メーターボックス内にある止水栓をひねり完全に水を止めます。止
水栓を完全に閉めきり、水抜きから水が出なくなれば作業終了です。
※止水栓の開閉を途中で止めると、水抜きから水が出続けるので注意
してください。
※水抜きがないタイプの止水栓では、完全に閉めきった後に、どこか
の蛇口を開ける必要があります。

AA凍結している場所が特定できるときは、その部分にタオルを巻き、
ぬるま湯を少しずつかける方法がおすすめです

　外水栓や給湯器の配管が露出している部分は、この方法で対処でき
る場合もありますが、自然に溶けるのを待つことが、一番安全な方法
です。

※熱いお湯を直接かけると、水道管が破裂してしまうことがあるので、
ぬるま湯を使用してください。

これから寒くなると水道が凍ってしまうことがあると思いますが、
どうすれば凍結を予防できますか?Q

もし凍ってしまった場合は?Q

　空き家などをお持ちの方や、転勤などで
長期間不在にする場合、蛇口の立ち上がり
やボイラー等が凍結し、破損するおそれが
あります。破損による漏水が生じた場合、
水道料金が高額になる可能性があります。
　長期不在の場合は、休止の連絡をしてく
ださい。

問業務係　緯028-677-1952

空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空ききききききききききききききききききききき家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家をををををををををををををををををををををおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持ちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちののののののののののののののののののののの方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方空き家をお持ちの方へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ
　芳賀中部上水道企業団ホームページでは、凍結
防止の動画を配信する予定です。
　アクセスしてください!!　※1月末配信予定

芳賀中部上水道企業団



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
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ＦＡＸ 028-677-3789　ホームページ　http://www.hagasui.or.jp
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パズルにズルに
答えてね!
パズルにズルに
答えてね!
パズルに
答えてね!

　ハガキまたはメールでご応募ください。
　正解者の中から抽選で2名様に1,000円分
のクオカードをプレゼントします。
　なお、商品の発送は2月下旬の予定です。

No.60の答えは「かかし」でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。
正解者43人の中から抽選の結果、益子町
山本様、市貝町生出様に記念品をプレゼン
トしました。

住所、氏名、パズルの答、広報の感想または「ちょっ
と教えて!?」コーナーで聞いてみたいことなどを
ご記入の上、下記の宛先までお送りください。

【応募はこちらまで】
〒321-3304芳賀町大字祖母井1,703
芳賀中部上水道企業団　総務係
E-mail:soumu@hagasui.or.jp

に入る文字を組み合わせてできる言葉は何でしょう？□□
（ヒント）　◯◯やこんこ　あられやこんこ

【タテのカギ】
 1　ある人が書いたすべての作品を収録した刊行物。
 2　野生ネコの俗称。日本には、イリオモテ○○○○やツシマ○○

○○がいます。
 3　英語でカギのこと。
 5　企業団の水は○○○○です。

※はが水だよりの中にヒントがあるよ！
 8　「モー」と鳴く白と黒の動物。

【ヨコのカギ】
 4　行儀作法。
 6　新しい年。年のはじめ。
 7　物のかず。荷物の○○○を数える。
 9　梅干しや梅酒の原料。
10 ○○の上にも三年。

応募締切　平成31年1月31日

編集後記編集後記

　企業団では、毎年、芳賀中マイ・チャレンジ推進事業の生徒
を受け入れています。
　今年は、男子生徒2人を受け入れました。企業団の施設係、工
務係、業務係で体験をしました。詳細は6ページに掲載してい
ます。他にも漏水探知機を使い漏水箇所を探す仕事や、消火栓
の開閉作業を行いました。

表紙の写真表紙の写真

パズルに
答えてね!
パズルに
答えてね!

□

先日人間ドックで胃カメラに挑戦してきました。
もう今後は、不摂生しないからー！頼むからもう勘
弁してくれー！って叫びたくなるくらい大変でし
た。来年からはバリウムに戻そうと思いました。だ
からっちゅうてね…。はい、おかわりねー、って何
度言われたことか。　　　　　　　（ユージロー）

寒さが段々と厳しくなってきましたね。寒い日が
続くと鍋料理が食べたくなる今日この頃です。最
近では色んな味の鍋の素が店頭に並ぶようにな
りましたが、僕のお気に入りは「キムチ鍋」です。体
が暖まるのはもちろん、最後の雑炊に色んなアレ
ンジをするのが冬の楽しみです。　　（かっしー）
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