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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。定期検査には、
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、
残留塩素を測定する「毎日検査」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
1.31.71.710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
0.070.06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
0.0040.001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
0.0020.0020.0010.1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
0.009 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
0.0030.001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
0.02未満0.02未満0.02未満0.2アルミニウム及びその化合物33
0.01未満0.01未満0.01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
8.410.110.0 200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
8.410.18200塩化物イオン38
455554300カルシウム、マグネシウム等（硬度）39
99117115500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
0.3未満0.3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

　芳志戸浄水場及び西田井浄水場で採水し、　 ヶ3
月に　回放射性物質の濃度測定を行っています。1
　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 4日
　　　鬼怒水道事務所採水日　11月 9日

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
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不検出
（0.7未満）

不検出
（0.7未満）芳志戸浄水場

不検出
（0.8未満）

不検出
（1.0未満）西田井浄水場

不検出
（0.9未満）

不検出
（0.8未満）鬼怒水道事務所※2

おいしい水って
どんな水？
おいしい水って
どんな水？
おいしい水って
どんな水？

　おいしさを感じる条件は、味だけではありません。「に
おい」もおいしさを左右する大きな要素です。
　また、天候や温度など、水を飲むときの気象条件も、お
いしさの感じ方に影響します。
　では、おいしい水とはどのような水でしょう？
　1984年、当時の厚生省（現・厚生労働省）がおいしい
水研究会を発足し､おいしい水の条件を定義しました。

おいしい水の条件【旧厚生省（現・厚生労働省）1984年】
多く含まれると苦みや渋みなどを感じるが、適度に含まれると、こくのある
まろやかな味がする。

蒸発残留物
（30～200㎎/L）

カルシウム・マグネシウムの含有量を表す。硬度の低い水（軟水）はクセが
なく、硬度の高い水（硬水）は、しつこい味を感じる。

硬度
（10～100㎎/L）

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
われる。

遊離炭酸
（3～30㎎/L）

水に含まれる有機物の指標。多く含まれると渋みを感じる。過マンガン酸カリウム消費量
（3㎎/L　以下）

水に不快な臭いがついているとまずく感じる。臭気度
（3以下）

衛生上、水道水は塩素が0.1㎎/L以上残留していなければならないが、残留
塩素の濃度が高すぎると、カルキ臭の原因となる。

残留塩素
（0.4㎎/L　以下）

冷やすことでおいしく感じる。水温
（最高20℃以下）

※平成29年10月2日　芳志戸浄水場

平成29年11月6日
採水場所　芳賀町役場

蒸発残留物
硬度
遊離炭酸
臭気強度
残留塩素

115㎎/L
54・58㎎/L
5※
異常なし
0.3

企業団の水は・・・
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至長堤

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
①小泉地内（町道小田毛線）給水管布設替工事

②小泉地内（町道八幡池長峰線）給水管布設替工事
場　　所　益子町小泉地内
施工業者　㈲コウメイ建設

工　　期　平成29年12月13日から
　　　　　平成30年3月9日まで

場　　所　益子町小泉地内
施工業者　㈲白光堂

工　　期　平成29年12月13日から
　　　　　平成30年3月9日まで

　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。

問施設係　☎028-677-1953
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和泉

ニュータウ
ン

清原台

清原台

コンビニ

至下高根沢

至清原工業団地

県道　下高根
沢氷室線

工事場所

工事のお知らせ工事のお知らせ工事のお知らせ
③東水沼地内（町道和泉･古溜線）給水管布設替工事
場　　所　芳賀町東水沼地内
施工業者　㈲現代屋

工　　期　平成29年12月13日から
　　　　　平成30年3月9日まで
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はが水だより

貯水槽水道をご利用の皆さまへ
～すべての貯水槽水道において設置者の管理が義務づけられています～

◇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
下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
及びそれ以降の水質は設置者が管理することになっています。

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
　受水槽を設置された方は、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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水道の凍結に水道の凍結に
ご注意くださいご注意ください

◇水道管の保温
　屋外の水道管は、発泡スチ
ロールや保温筒、手近にある
毛布（ビニールなどで濡れな
いように防水したもの）など
を水道管に巻き付け、保温し
てください。

◇止水栓の操作
　旅行や帰省などで、何日も水道を使わないときは、
メーターボックスの中の止水栓を閉めて水抜きを
しましょう。

※水抜きができない止水栓でも、止水栓を閉めてお
くことによって凍結で破損してしまった場合の
漏水を防ぐことができます。

◇水道メーターの保温
　水道メーターボックスの中
に発泡スチロール製の保温材
やビニール袋に詰めた布きれ
などを入れて保温してくださ
い。

①止水栓のハンドルが回らなくなるまで回す。
②蛇口を開けて水を抜く。
③水が出なくなったら蛇口を閉める。

手
順

もし凍結してしまったら・・・

　寒さが厳しい季節は､水道管が凍結し破損することがあります。水道管が破裂す
ると、水が出なくなるだけでなく、修理に多額の費用がかかってしまいます。水道
管を寒さから守りましょう。

※宅内の水道管が破裂してしまった場合は、芳賀中部上水道企
業団指定給水装置工事業者に修理を依頼してください。

問施設係　☎028-677-1953

水道管を凍らせたままにしておくと、管の破裂につながることがあります。
放置せず早めに凍った部分を溶かしましょう。

宅内の水道管が破損してしまったら…

芳賀中部上水道企業団指定事業者に修理の依頼をしてください。
修理費用はお客様の負担になります。

メーターボックス 止水栓

今からできる！凍結防止対策

～お届けします安心・安定　育みます生命の源～
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はが水だより

　芳賀中の　年生が、11月15日から　日間、マ2 3
イ・チャレンジ推進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、職業体験の様子も含
め、企業団の仕事の一部を紹介します。

ちょっと教えて！？
～企業団の仕事～

施設の管理
　企業団が管理している施設は、20か所あります。
　マイ・チャレンジでは、芳志戸浄水場と西部台地配水場の施設の点検を職員と一緒に行いました。
　管理室で取水量、配水量の確認をしたり、浄水場で残留塩素濃度を測定しました。

漏水の確認・バルブ操作
　漏水探知機を使い、漏水場所を探す作業や、断水の
ためのバルブ操作を行いました。

水道メーター回収作業
　水道メーターは、計量法により　年ごと8
に交換することになっています。回収され
たメーターの番号や指針を確認しました。

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♪

10月24日　七井小学校（4年生）10月24日　七井小学校（4年生）10月24日　七井小学校（4年生）
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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いたします。
　なお、賞品の発送は2月下旬の予定です。

No.56の答えは「カメラ」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45名の中から抽選の結果、市貝町
小林様、石原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）○○○はいりませんか？　Byマッチ売りの少女より

【タテのカギ】
 2　満3歳から小学校就学までの幼児教育施設。
 3　つる性でどんどんのびる植物。
壁にはわせると夏は建物の中が涼しくなる効果があります。

 4　英語では「カー（car）」。日本語は？
 6　金銭などを出し惜しみしない性質。「○○○がいい」
 7　他人に知られないようにすること。隠して人に見せたり教えたり

しないこと。

【ヨコのカギ】
 1　90度のこと。○○○○○三角形。
 5　声によって音楽的な音を生み出す行為。歌謡、歌唱ともいいます。
 6　縁起がいいこと。めでたいこと。
おみくじで大○○が出た！

 7　何もすることがなくて○○だな～。
 8　額の上部の頭髪。切りすぎると眉毛がでます。
 9　日本のお金の単位。
10 針と糸でさかなをとること。

応募締切　平成30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、女子生徒を受け入れました。詳細は、7ページに掲載
しましたが、他にも工事検査や漏水修理後の水抜き作業など
を体験しました。3日間という短い間でしたが、彼女たちの仕
事への真摯な取り組みが印象的でした。
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□

うちのY・D・Kは今日も元気です。パパは昨年の健
康診断から1年で6kgも太りました。これはまずい
ですよね。と思っていたら、後輩は7kg増でした。
よかった。まだ大丈夫。でも走るよ。Yも一緒に
走ってくれるなら。パパは走るよ。もうすぐ… 

（YDKパパ）

先日、嵐のライブに行ってきました。
映像と光の演出がとっても綺麗で感動的でした。
（最新の技術ってスゴイ！）
目一杯楽しんできたので、幸せの余
韻に浸りつつ、新しい年を過ごした
いと思います！　　　　　　（きょ）


