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～お届けします安心・安定　育みます生命の源～

メメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交換換換換換換換換換換換換換換換換換換換換換換ののののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
　ご家庭で使用されている水道メーターは、計量法により
使用有効期間が　年と定められています。8
　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、無料で新しい水道メーターに交換します。
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　問業務係　☎028-677-1952

　企業団取扱金融機関のお客様の預貯金口座から自動的に料金をお支払いいただけます。お忙しい方、留守
がちな方にも大変便利です。
　「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関にお申込みください。
　口座振替依頼書は、益子・芳賀・市貝の取扱金融機関窓口に備えてあります。ご希望の方には郵送いたし
ますのでご連絡ください。

※クレジットカード払いは、ご利用できません。

ご用意いただくもの

・印鑑
　（引落し金融機関のお届け印）
・通帳またはキャッシュカード
　（口座番号のわかるもの）
・検針票等、
　お客様番号の
　わかるもの

料金の振替日

毎月 25日
金融機関の休業日にあたる
場合は翌営業日

取扱金融機関

足利銀行、栃木銀行、
真岡信用組合、JAはが野、
ゆうちょ銀行

　問業務係　☎028-677-1952

①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。
　（企業団が発行した身分証を携帯しています）
②交換のため、敷地内に入らせていただきます。
③交換の際、立会いの必要はありません。
　（屋外の作業ですので、お留守でも交換させていただくことがあります）
④交換作業中は、一時断水になります。
⑤メーター交換の費用は企業団が負担しますので、お客様への請求はございません。
　（交換の際、お客様が依頼された工事についてはお客様負担となります）

メーター交換時のご注意

実施期間
市貝町　　 7月11日（火）～ 7月19日（水）
芳賀町①　 9月12日（火）～ 9月20日（水）
芳賀町②　10月11日（水）～10月19日（木）
益子町　　11月10日（金）～11月17日（金）
※実施期間が変更になることがあります。
※芳賀町は2回に分けて実施します。
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漏水調査を実施しています

　問施設係　☎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、昨年同様、給水区域内（益子町・芳賀
町・市貝町）で１年を通して行います。

委託業者：㈱サンスイ北関東支店

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。

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）

不検出
（1.0）芳志戸浄水場

不検出
（0.9）

不検出
（0.8）西田井浄水場

不検出
（0.7）

不検出
（0.8）鬼怒水道事務所※2

　音聴棒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）の漏水の有無を
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。

◇調査方法

　漏水調査は、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なら、
施設係までお問い合わせください。

◇不審に思ったら・・・

　芳志戸浄水場及び西田井浄水場で採水し、
3か月に1回放射性物質の濃度測定を行っ
ています。
　これまでの測定結果から、放射性物質は
不検出ですので、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　　　　　　月　 日6 5
　　　鬼怒水道事務所採水日　　月11日5
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～お届けします安心・安定　育みます生命の源～

　毎年、益子町・芳賀町・市貝町の小学　年生の4
児童が、校外学習で芳志戸浄水場に見学に来ます。
　今回は、その内容〜水道水ができるまで〜です。

ちょっと教えて！？
～水道水ができるまで～

（芳志戸浄水場）

　浄水池の水は、送水ポンプで芳志戸配水池に送られます。芳志戸配水池
は、1,000ｍ　のタンクが　池、2,000ｍ　のタンクが　池、3,000ｍ　のタ3 2 3 1 3

ンクが　池あり、合計7,000ｍ　の水道水を貯めることができます。芳志1 3

戸配水池から高低差を利用して市貝町全域と芳賀町の北西部を除く全域、
益子町北部に配水しています。

　．配水池4

　．浄水池3

　．エアレーション2

1．取水井（地下水）

　炭酸ガスを抜いた水を消毒します。消毒は、次亜塩素酸ソーダを使いま
す。消毒した水は、浄水池に貯められます。
※エアレーションの下に浄水池があります。

　企業団の水源は、地下水です。芳賀町の八ツ木地内、芳志戸地内に計　3
か所の井戸があり、水中ポンプで汲み上げます。
　　日約12,900ｍ3の地下水を汲み上げます。1

　汲み上げた水の中に炭酸ガスが含まれているため、空気と水を混ぜて炭
酸ガスを抜きます。
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5月15日　田野小学校5月15日　田野小学校

5月23日　益子小学校5月23日　益子小学校

6月9日　益子西小学校6月9日　益子西小学校

6月14日　小貝小学校6月14日　小貝小学校

施設見学にきたよ♪

施設見学にきたよ♪

施設見学に
きたよ♪
施設見学に
きたよ♪

施設見学にきたよ♪施設見学にきたよ♪施設見学にきたよ♪施設見学にきたよ♪
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　体の中の水分が不足すると、熱中症（ねっちゅうしょう）、脳梗塞（のうこうそく）、心筋梗塞（しんきん
こうそく）など、さまざまな健康障害のリスク要因となります。
　健康のため、こまめに水を飲みましょう。

©「健康のために水を飲もう」推進委員会
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平成29年度　企業団採用試験案内

◇職種および採用人数
　一般事務職　　人程度1

◇職務内容
　職種に応じた職務のほか、水道業務全般に従事していただきます。

◇受験資格
　益子町、芳賀町及び市貝町に住所を有し、昭和63年　月　日以降に生まれ、高校卒業以上の人。4 2
　（平成30年　月31日までに卒業見込み又は同等以上の学力を有する人）3
　※就学等のため一時的に町外に居住している人は、受験できます。

◇試験日程
試験日採用試験申込書

受付期間 　次試験2　次試験1
10月中旬
芳賀中部上水道企業団事務所
・作文試験
・面接試験

　月17日（日）9
栃木県立真岡工業高等学校
・筆記試験
　（公務員初級試験問題）
・適性検査

　月　日（月）～　月　日（金）7 3 8 4
※受付時間
午前　時30分～午後　時15分8 5
（土曜日、日曜日、祝日除く）

◇採用試験申込書の請求
　企業団総務係で配布します。また、企業団ホームページからダウンロードすることもできます。
　採用試験案内・申込用紙の郵送をご希望する方は、返信用封筒（角型　号に郵便番号・住所・氏名を2
　ご記入の上、120円切手貼付）を同封し、企業団総務係まで請求してください。

◇申込方法
申込書に必要事項を記入し、次の書類を添えて総務係に直接持参してください。ただし、遠方に居住して
いるなどやむを得ず直接持参出来ない場合に限り郵送でも可能です。
　・最終学校の卒業証明書または卒業見込証明書
　・写真　　枚（上半身、無帽子、縦40㎜×横30㎜　過去　ヶ月以内に撮影したもの）2 3
　※　枚は受験申込書に貼り付けしてください。もう　枚は裏面に氏名を記入してください。1 1

◇問い合わせ先
　〒321-3304　芳賀郡芳賀町大字祖母井1703　
　芳賀中部上水道企業団　総務係
　TEL　028-677-1661
　mail　soumu@hagasui.or.jp

芳賀中部上水道企業団では、平成30年4月採用予定の職員を募集します。

　　　　"お届けします安心・安定　育みます生命の源"基本
理念

課題に自ら立ち向かう
「考える職員」

企業団職員としての
使命感を持った

「責任感がある職員」

チームとして行動できる
「協調性がある職員」

企業団職員の目指す姿

検 索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
総務係 028-677-1661　業務係 028-677-1952　工務係 028-677-1953　施設係 028-677-1953
ＦＡＸ 028-677-3789　ホームページ　http://www.hagasui.or.jp

10

7 98

2

4 5 6

31

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人に1,000円分の
クオカードをプレゼントいたします。
　なお、賞品の発送は8月下旬の予定です。

No.54の答えは「やきもの」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56名の中から抽選の結果、
市貝町塩田様、益子町本田様に
記念品をプレゼントしました。

住所、氏名、パズルの答え、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1703
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）文房具。鉛筆などで書いたものを消すときに使います。

【ヨコのカギ】
 1 　まだ実っていない恋。
 4 　志望校に受かった！
 7 　グイグイくる◯◯の強い人。
 8 　その状態をキープ。
10　ワルツは三拍子。

【タテのカギ】
 1 　7 月25日は◯◯◯◯◯の日です。
 2 　ご飯前はペコペコ。
 3 　ゴルフボールがここにポチャン。
 5 　十二支の二番目。
 6 　早押しや◯×。
 9 　書類作成などの仕事。

応募締切　平成29年7月31日

編集後記編集後記
我が家の子供たちY・D・Kはとても元気です。とくに長
女Yは、最近、補助輪なしの自転車にも乗れるようにな
り、毎日泥だらけのアザだらけのキズだらけです。それ
はしょうがない事だよね。自分の夢につき進んでいる
んでしょう。やればできるさ。プリキュアにだってなれ
る。パパは応援しています。　　　　　　（YDKパパ）

夏がやってきますね。夏の風物詩の一つ「かき氷」です
が、7月25日は「かき氷の日」なんですね。これは、日本
かき氷協会が制定した日で、夏氷（なつごおり）のごろ
合わせと制定当時、過去最高猛暑日を山形市で記録し
た日であったことからだそうですよ。　　（おーのー）

　社会科の学習のため、小学生が芳志戸浄水場に施設
見学にやってきました。
　消毒液を管理している滅菌室や、水質管理室、水源
地である取水井を見学しました。

表紙の写真（小貝小　施設見学）表紙の写真（小貝小　施設見学）

パズルに
答えてね!
パズルに
答えてね!

□


