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～お届けします安心・安定　育みます生命の源～

  水分・塩分補給

熱中症予防のために
熱中症の予防には、「水分補給」と「暑さを避ける」ことが大切です！

◇こまめな水分・塩分の補給
　のどの渇きを感じなくても、こまめに水分補
給を。

  熱中症になりにくい室内環境
◇室温が上がりにくい環境の確保
（こまめな換気、すだれ、打ち水など）
◇扇風機やエアコンを使った温度調整

  体調に合わせた取り組み
◇こまめな体温測定
◇通気性の良い、吸湿・速乾の衣服着用
◇保冷剤、氷、冷たいタオルなどによる体の冷却

  外出時の準備
◇日傘や帽子の着用
◇日陰の利用、こまめな休息
◇通気性の良い、吸湿・速乾の衣服着用

①周りが協力して、熱中症予防を呼びかけ合うことが大切です！
　熱中症の予防を呼びかけ合うことで、熱中症の発生を防ぐことができます。特に、熱中症に
かかりやすい高齢者や子どもについては、周囲が協力して注意深く見守るようにしましょう。
②節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないようご注意ください！
　節電を意識しすぎるあまり、健康を害することのないようご注意ください。
　気温が高い日や湿度の高い日には、決して無理な節電はせず、適度に扇風機やエアコンを使
用するようにしましょう。

お願い

水道水をもっとおいしく飲もう！
Q　水分補給に水道の水を飲みたいのですが、においが気になります。

Ａ　においの原因は塩素（残留塩素）です。塩素は水道水を消毒するために入れていて、病原菌等
に対して消毒効果があります。水道水は、水道法で蛇口における水に含まれる残留塩素を
0.1mg/狩以上確保することが義務付けられているため、企業団でもこれにしたがって水質を
管理しています。においが気になる方は、次に紹介する方法を試してみてください。

　冷蔵庫や氷などで20℃以下に冷やすことに
よって、塩素のにおいがあまり気にならなくな
ります。
　人間の嗅覚は冷たいもののにおいは感じに
くいんです。

　水道水を沸騰させて、　分ほど煮沸すると塩5
素がほとんどなくなるので、においがなくなり
ます。

塩素がなくなっているため、その日の
うちに飲み切りましょう。注意!!

冷やす 沸かす
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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。

　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明書を携帯しています）
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
益子町①　　 月10日（金）～　月20日（月）7 7
芳賀町　　　 月10日（木）～　月18日（金）9 9
市貝町　　　 月10日（木）～　月18日（金）9 9
益子町②　10月10日（土）～10月19日（月）

水道料金減免について
　水道メーターから蛇口までの間で漏水しますと、お客様がご使用にならなくても漏水した水量が水
道料金に反映されます。企業団では、地下漏水やその他発見の極めて困難な漏水と認められたとき、
減免（軽減）を受けられる制度を設けています。修繕工事は必ず企業団指定給水装置工事事業者に依
頼してください。

認定の算出方法
①認定水量

この水量分の料金を
お支払いいただきます

②認定対象月水量
漏水した月の検針水量＝

③実績使用水量
対象月の前　月の平均使用水量または前3
年同期の使用水量のいずれか少ない水量

− ×1／2＋③実績使用水量

認定対象外 ・目視で確認できる場所の漏水。
・ボイラー、電気温水（給湯）器、トイレ、蛇口などの配管以外からの漏水。
・受水槽の給水口以降からの漏水。
・漏水箇所の修繕を企業団指定給水装置工事事業者以外で施工した場合。
・過去1年以内に漏水による認定を受けた場合。

認定の対象水量
　漏水した対象月の使用水量が、前　月の3
平均使用水量または前年同期の使用水量
（実績使用水量）の　倍以上であるとき。2

提出書類
・水道事業納付金減免申請書
・漏水修理証明書（企業団指定給水装置工事事業者が発行する）
・漏水修理前、修理後の写真

※お支払いいただく水量の上限は、
　実績使用水量の 6倍までとなります。

漏　水　分

実績使用水量③
（通常使用分）

認定対象水量②
（当初の使用水量）

漏水分
の半分

漏水分
の半分

実績使用水量③
（通常使用分）

認定水量①
（お支払いいただく水量）

軽減水量

　問業務係　☎028-677-1952
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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

■祖母井地内（主要地方道真岡那須烏山線）
　配水管布設工事
■工期
　令和2年8月7日まで
■工事業者
　㈲コウメイ建設

■東水沼地内（和泉ニュータウン）配水管布設替工事
■工期
　令和2年8月28日まで
■工事業者
　第3工区　戸祭建設㈱
　第4工区　竹石建設㈱

　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。

問工務係　☎028-677-1953

芳 賀 町

祖母井
神社

城之内
公園

芳賀町
体育館

至宇都宮

至下高根沢

至宇都宮 至稲毛田

●…第3工区
●…第4工区

美よし

斉藤時計店

工事場所

工事場所

主
要
地
方
道　

真
岡
那
須
烏
山
線

一般県道　下高根沢
氷室線

児童公園
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　企業団は、昭和45年10月　日に設立し、今年で50周年を迎えます。設立当初は、水道用水供給事1
業でしたが、平成15年　月　日に水源から末端給水までの業務を一元化し、効率的な事業運営、安4 1
心・安全で安定した水道水の確保を図るため芳賀町、益子町、市貝町の水道事業を統合し、現在に至
ります。
　50年の時を経て、企業団はどのように変化したのでしょう。比べてみました！！

～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～

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

放射性セシウム（Bq/kg）
採水日検査場所

セシウム137セシウム134

不検出
（0.8未満）

不検出
（0.8未満）　月　日6 1芳志戸浄水場

不検出
（0.9未満）

不検出
（0.7未満）　月　日6 1西田井浄水場

不検出
（0.8未満）

不検出
（0.9未満）　月14日5鬼怒水道事務所

　芳志戸浄水場および西田井浄水場
で採水し、　 カ月に　回放射性物質3 1
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。

　企業団　今と昔

令和　年　月　日2 4 1昭和45年10月　日1

末端給水用水供給事業事 業 内 容

45,790人19,630人計 画 給 水 人 口

18,500m　35,900m　3計画1日最大給水量

598,000m14,754m配 水 管 布 設 距 離

50年前の芳志戸浄水場 現在の芳志戸浄水場
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ちょっと教えて！？

　㈲益子ポンプ店（那珂川町）様からマスクの寄付をいただきました。
ありがとうございます。

Ｑ　新型コロナウイルスが全世界に猛威を振るっていますが、このウイルスは
水道水の安全に影響はありますか?

Ａ　　新型コロナウイルスなどのウイルスに対して、塩素による消毒の効果が高いとされています。
各浄水場では適切な浄水処理および塩素消毒を徹底しておりますので、水道水の安全に影響は
ありません。

　　　企業団では、日ごろから塩素消毒を行うなど、水道法に基づき適切に水質の管理を行ってい
ます。平常時と同じように、飲用使用はもとより、日常生活に不可欠な調理、食器洗い、入浴
など安心してお使いください。

　新型コロナウイルス感染症予防には、こまめな手洗いが効果的です。

マスクの寄付　ありがとうございました



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　http://www.hagasui.or.jp
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No.66の答えは「いちご」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、益子町斎藤さん、益
子町大嶋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、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、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2年7月31日

に入る文字を組み合わせてできる言葉は何でしょう？□□

【タテのカギ】
1　腕の力。
2　木やプラスチックなどの材質でできた直方体や三
角柱円柱などの形をし、積み重ねたり並べたり、
壊したりして遊ぶ玩具。

3　代金と引き換えに品物や権利を相手に渡すこと。
4　建物の固定や目印のために地中に打ち込む棒状の
もの。

【ヨコのカギ】
2　長いくちばし、首、足を持つ大型の水鳥。
5　屋根葺きに用いられる伝統的な建材。
6　紙を折って動物、植物、生活道具などの形を作る
日本伝統の遊び。

7　秋に咲く花。食用の品種もある。
8　人の目にふれないようにする。

編集後記編集後記
　表紙の写真は、企
業団設立50周年と
いうことで、設立当
初の写真と現在の
写真を並べてみま
した。表紙上の写真
は、給水開始当時の
昭和47年7月から
平成24年の改良工
事完了まで使用し
た施設です。改良工

事では、浄水池を1池、送水ポンプを1台増やし、電気計装設備を2階
に配置しました。
　企業団の施策の一つに強靭な水道があります。この施設は耐震構
造でできていて災害に強い施設になります。

表紙の写真　芳志戸浄水場表紙の写真　芳志戸浄水場
　昨年買った中古住宅のリフォー
ムがやっと終わり今年から芳賀町
民になりました。しかし、最初は最
低限住めればよいかなという考え
でリフォーム工事を依頼したので
すが、やっぱりここだけ直さない
のもおかしいよなー、とか言って
追加を繰り返していたら、気が付
けば家と土地代よりもリフォーム
代の方がはるかに高くなってしま
いました。おかげでビールも今後
は第3のやつになりました。

（ユージロー）

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）これからの季節、旬なくだものです。

パズルに答えてね！パズルに答えてね！パズルに答えてね！


