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◎メーター交換のお知らせ／
　水道水の放射性物質測定検査結果
◎漏水調査を実施しています
◎水道の歴史
◎健康のため水を飲もう講座
◎ちょっと教えて！？
◎施設見学にきたよ♪
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～お届けします安心・安定　育みます生命の源～
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　ご家庭で使用されている水道メーターは、計量法
により有効期間が　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。

　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、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、お客様への請求はありません。
　（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
芳賀町　　 月11日（水）～　月19日（木）7 7
益子町　　 月12日（水）～　月20日（木）9 9
市貝町　10月11日（木）～10月19日（金）

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
（1.0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
（0.7未満）

不検出
（0.8未満）鬼怒水道事務所※2

　芳志戸浄水場及び西田井浄水場で採
水し、年に　回放射性物質の濃度測定4
を行っています。
　これまでの測定結果から、放射能は
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 4
　鬼怒水道事務所採水日　　月10日5
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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、昨年同様、給水区域内
（益子町・芳賀町・市貝町）で　年を通して行います。1

　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）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

　（株）サンスイ
◇委託業者

　この漏水調査で、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なら、施設係まで問い合わせ
ください。

◇不審に思ったら…

漏水発見にご協力ください

　問施設係　☎028-677-1953

　漏水は、水という大切な資源を無駄にしてしまうだけでなく、道路の陥没等、皆さまの日常生活に
も影響を及ぼす危険があります。

　次のような場合は漏水している可能性があります。
・晴れた日でも路面が濡れている
・いつもは水がない水路に水が流れている
・最近、家の水道水の水圧が弱くなった

　何かお気づきになられた場合は、施設係まで連絡
ください。
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水道の歴史、
企業団の歴史

◇日本の水道の起源
　日本最古の水道は、小田原早川上水です。正確な成立時期は不明で
すが、北条氏康（1515年～1571年）によって小田原城下に水を引き
入れるために構築されました。木樋で給配水され、炭や砂でろ過して
いました。

◇日本の近代水道のはじまり
　日本で近代水道が最初に導入されたのは、今から130年前1887年
の横浜です。英国人技師パーマーのもとで建設され、相模原上流を水
源に、ろ過した水を消毒し、ポンプと鋳鉄管により市内に送水するも
のでした。

◇企業団の歴史
　企業団は、昭和45年に益子町、芳賀町、市貝町の　つの町に水道の3
水を供給するために創設されました。
　益子町は昭和34年　月から、市貝町は昭和41年　月から供給を開4 9
始しましたが、両町とも需要に合った水源の確保が困難な状況でした。
　芳賀町は、地下水に恵まれていたため、水道事業の開始が遅れてい
ましたが、企業団の供給開始に合わせて昭和47年　月に水道事業を7
開始しました。

　昭和62年度から益子町、芳賀町は栃木県鬼怒水道用水供給事業か
らも受水し、水需要に対応してきました。
　市貝町は、平成　年度に赤羽浄水場や伊許山配水池を整備し、給水4
量の不足を補ってきました。
　このような状況を踏まえ、効率的な水道事業運営を図るため、平成
15年　月　日　町の水道事業を統合し、水源から末端給水までの業4 1 3
務を芳賀中部上水道企業団が一元化しました。

◇これからの水道
　企業団の給水人口は46,715人、普及率は91.84％、（平成30年　月3
現在）ほとんどの住民の皆さまが水道を使っています。
　このように、水道は生活基盤として欠かせないものとなっています
が、人口減少に伴う料金収入の減少や水道施設の老朽化などの課題に
直面しています。

益子配水池の工事（昭和30年ごろ） 配水管工事（昭和30年ごろ）

1500年頃
（戦国時代）
・日本で初めて水道が誕生する

小田原早川上水

1887年
（明治時代）
・日本で近代水道が導入される

1970年
（昭和45年）
・芳賀中部上水道企業団創設

2003年
（平成15年）
・益子町、芳賀町、市貝町の水
道事業統合

・第　次拡張事業開始1

2006年
（平成18年）
・水道料金統一

2012年
（平成24年）
・芳志戸浄水場改修工事完成

2017年
（平成29年）
・水道料金改定

～お届けします安心・安定　育みます生命の源～

協定の締結式
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～お届けします安心・安定　育みます生命の源～～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4年生の
児童が、校外学習で芳志戸浄水場に見学に来ます。
　それにちなんで、芳志戸浄水場の仕組みを紹介
します。

ちょっと教えて！？
〜芳志戸浄水場のしくみ〜

浄水池
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を使
います。水道水の完成です。水道
水は浄水池に貯められます。

ほかにも、こんな設備があります。

　自動水質計器により、
常時水質を監視してい
ます。

◇水質管理室
　浄水場に設置してい
るすべての機械の制御
設備や通信設備が格納
されています。

◇電気計装室
　落雷や災害などによる
停電に備えて、非常用発
電機を設置しています。

◇発電機室
　消毒に用いる次亜塩
素酸ナトリウムが貯蔵
されています。

◇滅菌室

浄水場とは… 浄水場は、井戸から汲み上げた水をみなさんが使える状態にして、配水池に送る施設です。

芳志戸配水池
浄水池の水道水は芳志戸
配水池に送られます。芳
志戸配水池からの高低差
を利用して配水します。

エアレーション
汲み上げた水の中に炭酸
が含まれているため、空
気と水を混ぜて炭酸を抜
きます。

取水井
芳賀町の八ツ木地内、芳
志戸地内に計　箇所の井3
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。
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5月14日　田野小学校5月14日　田野小学校

5月22日　益子小学校5月22日　益子小学校

6月14日　小貝小学校6月14日　小貝小学校

6月15日　益子西小学校6月15日　益子西小学校

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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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8月下旬の予定です。

No.58の答えは「やさい」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38名の中から抽選の結果、益子町
髙山さん、芳賀町糸井さんに記念品をプレ
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）今が旬!!丸くて緑色の果物です

【タテのカギ】
2　朝早く家に届けられる、色々な情報が載っている紙
3　ペンで文字を○○
4　漢字では露と書く、日本の北西にある大きな国
7　うどん、そばの類　ラー◯◯

【ヨコのカギ】
1　水族館にいる動物　アザラシと似てるよ！
4　5と7の間の数字
5　歯みがきの時に使う道具
6　梅雨の時期に降るもの　水滴
8　縫い物をする時に使う機械

応募締切　平成30年 7月31日

編集後記編集後記

　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。

表紙の写真表紙の写真

パズルに
答えてね!
パズルに
答えてね!

□

健康のために朝のウォーキングを始めまし
た。30～40分ほどですが、太もも裏が痛くて
仕方ありません。
慣れれば違うんでしょうか?
すでに心が折れそうです…

（ハヤ）

この春から芳賀中部上水道企業団の一員に
なりました。
地域の上水道の情報を勉強しながら皆さん
にお伝えしていきたいと思っています。
これからどうぞよろしくお願いします。

（かっしー）


