
応募総数、ポスター886点・標語813点の中から
次の方々が入賞されました。
たくさんのご応募ありがとうございました。

※学年などは平成19年1月（作品応募時）のものです。

ポスター・標語展ポスター・標語展 ポスター・標語コンクールの入賞作品を
展示いたします。ぜひご覧ください。

●期日／平成19年6月5日（火）～11日（月）
●場所／千葉そごうギャラリー

あさおきて おいしいおみず のみたいな

蓑茂  知穂
船橋市立海神中（1年）

標語の部標語の部標語の部最優秀賞最優秀賞最優秀賞

第49回
水道週間ポスター・
標語コンクール入賞者
水道週間ポスター・
標語コンクール入賞者
水道週間ポスター・
標語コンクール入賞者

ポスターの部ポスターの部ポスターの部最優秀賞最優秀賞最優秀賞

中学生の部

滝口  桃子
山武市立緑海幼稚園（年長）

幼児の部
齋藤  雄輝 市川市日の出学園幼稚園（年長）

幼児の部

足立  鮎美 市川市立稲荷木小（2年）

小学生低学年の部

橋本  康佑 柏市立土南部小（5年）

小学生高学年の部

櫻井  春奈 千葉市立白井中（2年）

中学生の部

山本  幸男 船橋市

一般の部

優秀賞優秀賞優秀賞

優秀賞優秀賞優秀賞

笠原  美羽音 千葉市弥生幼稚園（年少）

幼児の部石田 ゆうな 千葉市弥生幼稚園（年長）幼児の部

潮田  千晶 船橋市立葛飾小（3年）

小学生低学年の部

小学生高学年の部

清水  裕太 白井市立白井中（2年）

中学生の部

安達  富昇 市原市

一般の部

黒須  風花
市原市立姉崎小（2年）

小学生
低学年の部

成沢  勇樹
柏市立土南部小（5年）

小学生
高学年の部

角坂  博子
佐倉市

一般の部

おめでとう!

野口  　輝 市原市立国府小（5年）

おいしいな いつもある水 かんしゃして
三代川 智之丞 習志野市立谷津小（2年）小学生低学年の部

一杯の 水のおいしさうれしいな
大山  星也 船橋市立芝山中（１年）中学生の部

ゴックンと 飲んで広がる 笑顔の輪
角田  李佳 富津市立佐貫小（5年）小学生高学年の部

おいしいね 頬張る笑顔 水道水
石井  清次 木更津市一般の部

6月1日（金）－7日（木）6月1日（金）－7日（木）
……… 千葉県水道局統一標語 ………

「ゴックンと 飲んで広がる 笑顔の輪」

第49回水道週間水道週間水道週間 水道週間
によせて

千葉県知事

堂本  暁子

　毎年6月1日から7日は水道週間です。
　千葉県水道局では、利用者の皆さまに水道に対する
理解と関心を深めていただくため、浄水場見学会を

はじめとする様々なイベントを開催いたします。
　昨年度、水道局では給水開始70周年を記念してマスコットキャラクターを
広く皆さまから募集し、「ポタリちゃん」を選定いたしました。この「ポタリちゃん」は
皆さまに末永く愛されるキャラクターとして、これからさまざまな場面で皆さまと
水道局との橋渡しをしてまいります。
　また、水道局では、より「おいしい水」を「安心」して利用したいという要望に
応えるため、「おいしい水づくり計画」をお客さまとともに策定いたしました。
　この計画では、国の定める水質基準よりも高い水準の水質目標を独自に

設定し、その目標達成に向け水源から蛇口までの総合的な施策を展開していきます。
　今後、お客さまの意見を直接聞き、客観的な評価のもと進めてまいりますので、引き続き、声を
お寄せいただきたいと思います。
　今回の水道週間が、私たちの生活に欠かせないライフラインのひとつである「水道」について、
改めて考えていただくきっかけになれば幸いです。

第179号平成１９年（２００７年）5月25日（金）発行

●発行：千葉県水道局管理部業務振興課
　〒262-8512
　千葉市花見川区幕張町5-417-24
　　　　　　　　043（211）8800
●給水人口／2,807,824人
 （平成18年3月末現在）

●年間給水量／3億2,768万3千m3
 （平成18年度末見込み）●水道局ホームページ／http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/index.html

平成19年5月15日現在

33,574万m3
貯水率 73％
（平年貯水率 89％）

ダム情報
利根川上流8ダムの貯水状況

ダム情報
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「 水 道 が  うるお す 日 々 の  健 や か さ 」（第49回水道週間全国統一標語）

すこ

古紙配合率100％再生紙を使用しています。



　………安全でおいしい水ができるまで…………

川や沼から取り入れた水は、よごれていてそのままで飲むことができません。
　　浄水場は、安心して飲めるきれいな水をつくる工場です。
　　　　　ここで、きれいになった水はポンプで送り出され、
　　　　　　　水道管を通って蛇口まで届けられます。

取水塔
しゅすいとう

水を取り入れます

沈砂池
ちん  さ　ち

砂やドロを沈めます

導水ポンプ
どうすい

浄水場に水を送ります

送水ポンプ
そうすい

水を給水場に送ります

配水塔
はいすいとう

水の圧力や量を調整して
家庭などに水を送ります

給水場
きゅうすいじょう

家庭や学校に
水を送ります

オゾン接触池
せっしょく ち

カビ臭いにおい等を
オゾンで分解します

活性炭吸着池
かっせいたんきゅうちゃく ち

分解されたにおいの素を
活性炭で取り除きます

高度浄水処理
こう ど じょうすいしょ り

川や沼の水の汚れがひどく
カビ臭いにおいなどが
残ってしまうときに行う処理です

着水井●1
ちゃくすいせい

送られてきた
水が浄水場に
着きます

沈でん池●4
ちん　　　　 ち

にごりのかたまりを
沈めて取り除きます

配水池●6
はいすい ち

きれいになった水をためておきます

薬品かくはん池●2
やくひん　　　　　　　　ち

水のにごりを固める
薬品を入れて、
まぜあわせます

フロック形成池●3
けいせい ち

薬品の加えられた水をかきまぜて
いくと、水のにごりが小さなかたまり
［フロック］になります

ろ過池●5
　　  か　ち

にごりの取れた水を、
さらにきれいにするため、
砂や砂利の層でこします

◆川の水から水道水になるまで

着水井●1
ちゃくすいせい

薬品かくはん池●2
やくひん　　　　　　　　ち

沈でん池●4
ちん　　　　 ち

フロック形成池●3
けいせい ち

●5ろ過池
　　  か　ち

配水池●6
はいすい ち

水のにごりを固める薬品を入れます
▼ ▼塩素を入れて消毒します

水道水が どのように つくられているのか
見てみよう!

水道局長

堺谷　操

　6月1日から7日まで、全国の水道事業体で一斉に水道週間が実施されます。
　水道週間は、水道、特に飲料水や家庭で使われる水について国民の理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るために、昭和34年に
当時の厚生省が制定したもので、今年で第49回を数えます。
　水道週間が制定されてから半世紀近くが経ち、水道水に寄せられるお客様からの要望も変化してきました。近年多く寄せられている「おいしい水を
いつでも安心して使いたい」との要望に応えるため、千葉県水道局では昨年度「おいしい水づくり計画」を策定しました。
　この「おいしい水づくり計画」は「おいしい水づくり」に向けてお客さまと連携・協働して進めていく計画です。
　また、水道水を24時間安心してご使用いただくため、災害等の危機対策にも積極的に取り組んで、より一層安心して水道をお使いいただけるように
努めているところです。
　なお、この水道週間の期間中にはいろいろな催しを行っています。どのように水道水をつくっているのかを実際に見ることのできる「みずの工場の

見学会」や、水道局職員が水道に関する質問や相談にお答えする「まちかど水道コーナー」、また、たくさんご応募をいただいた水道週間のポスター・標語の入選作品の
展示などを開催しますので、ぜひお立ち寄りいただき、水道について考えてみてください。そしてご意見をお寄せいただければ幸いです。
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▲建設中の「ちば野菊の里浄水場」

■高度浄水処理とは…

▲オゾン発生器とオゾン接触池（柏井浄水場） ▲貯水槽水道の地域巡回サービス

浄水場 住所 交通 電話番号

古ヶ崎浄水場

栗山浄水場

柏井浄水場

北総浄水場

福増浄水場

松戸市古ヶ崎951

松戸市栗山198

千葉市花見川区柏井町430

印旛郡本埜村竜腹寺向原296

市原市福増47

047－362－2346

047－363－4195

043－259－5531

0476－97－1271

0436－75－4116

京成バス｢竹ヶ花西町｣バス停から徒歩1分

京成バス｢栗山｣バス停から徒歩3分

京成バス｢こてはし第4｣バス停から徒歩5分

北総線｢印西牧の原｣駅から徒歩20分

市原クリーンセンター隣

ってなにをするの？

【1】よりおいしい水をつくる

～「おいしい水づくり」への取組み～ （その1）

今年3月に策定した「おいしい水づくり計画」の取組みを紹介するコーナーです。今回は2つの取組みを紹介します！

「みずの工場」を見てみませんか？

　局独自の水質目標を達成するため、高度浄水処理の調査・研究など、浄水
場で「より安全でおいしい水」をつくる取組みを進めます。また、水源の水
質保全にも積極的に協力していきます。

【2】おいしい水をおいしいまま届ける
　浄水場でつくった「安全でおいしい水」を、おいしいままお客様の蛇口ま
で届けられるように、古い水道管を順次取り替える施策を進め、貯水槽水道
の適切な管理を指導する施策も進めていきます。

●全浄水場への高度浄水処理導入を検討します！
平成19年度稼働予定の「ちば野菊の里浄水場」へ高度浄水処理を導入

します。

●既存高度浄水処理施設を活用します！
高度浄水処理水が更に多くお客様に行き渡るように、水源の水質に応じて

効果的な運用を行います。 

●産・学・官による共同研究を進めます！
おいしい水の安定した供給を図るため、産・学・官による共同研究を進めて

いきます。

●水源の水質保全に努めます！
各種団体や協議会へ参加し、他事業体などと協働して、水源の水質保全に

努めていきます。

　通常の浄水処理過程に、オゾンと粒状活性炭による処理が組み込まれており、オゾンの強力な酸化・分解
と活性炭による吸着により、かび臭原因物質や、微量有機物質等の低減化に大きな効果をあげています。

■貯水槽水道とは…
　貯水槽水道は、ビルやマンション等において、水道水をいったん受水槽に貯留し、ポンプなどで圧送して利
用者に給水する設備です。いつでも安心して水道水を飲んでいただくために、受水槽の定期的な清掃や長
時間滞留することがないようにする等、貯水槽水道設置者の適正な管理が必要となります。

平成19年6月2日（土）午後1時30分から

浄水場の概要説明（約20分）、ビデオ上映（約20分）、
場内見学（約60分）と質疑応答で、計約2時間です。

各50名（定員になり次第、締め切ります。）

日時……………
申し込み方法…

申し込み期限…
定員……………

内容……………

平成19年5月31日（木）まで

見学を希望する浄水場へ直接お電話でお申し込みください。
〈受付時間〉午前9時から午後5時まで（土・日除く）

各浄水場にて集合・解散となります。浄水場までの行き方などは、お申し込みの際にご確認ください。

くわしくは へ

●古い水道管を計画的に取り替えます！
管路の腐食度調査などを行いながら、計画的に取り替えていきます。

●古い水道管等の定期洗浄を強化します！
配水管内の赤サビ等を取り除くために、配水管内の定期的洗浄を強化

していきます。

●塩素の消費量が少ない水道管を採用します！
従来の配水管と比較し塩素消費量が少ない管を採用し、塩素の注入量を

減らしていきます。

●貯水槽水道の適正な管理・点検を促進します！
貯水槽の適正な管理・点検を促進するため「貯水槽水道地域巡回サービス」

を開始します。

●直結給水の普及促進に努めます！
直結給水方式の適用範囲を拡大し、専門的な相談員を配置するなど直結

給水方式の普及促進に努めます。

毎月更新するクイズに全問お答えいただくと抽選でプレゼント実施中！

おいしい　　づくり計画 オフィシャルサイトおいしい　　づくり計画 オフィシャルサイト

おいしい　　づくり計画おいしい　　づくり計画

検 索おいしい水づくり　千葉県水道局

http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/oishii/index.htmlhttp://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/oishii/index.html

水道に関するご相談やご質問などにお答えします。お気軽にどうぞ！

6月5日（火）午前10時から午後3時まで
新京成線 高根公団駅前プラザ中央広場

●船橋水道事務所 船橋北支所

6月10日（日）午前10時から午後3時まで
市原臨海運動公園

●千葉水道事務所 市原支所

6月1日（金）午後12時30分から午後3時30分まで
北総線 千葉ニュータウン中央駅前通路

●船橋水道事務所 千葉ニュータウン支所

6月23日（土）午前10時から午後4時まで
JR京葉線新浦安駅前広場

●市川水道事務所 葛南支所

ままままちちちち どどどどかかかか
水道局職員がお答えします。

水道コーナー水道コーナー水道コーナー水道コーナー水道コーナー水道コーナー水道コーナー
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八ッ場ダム建設現場の見学 安らぎの森で間伐の体験

群馬県長野原町立第一小学校を訪ねて

「水の大使2007」参加者募集
（小学4年生～6年生）

「森と湖児童交流」参加者募集
（小学5年生～6年生）

県水お客様センター

夜間・休日は各水道センター等へ

電 話 番 号

【ナビダイヤル】……………………

【ナビダイヤルをご利用できない場合】…

【FAX専用】………………………

インターネット入力専用フォーム（水道の使用開始・中止等の受付）
http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/index.html

今回の千葉県水道局の統一標語は
「○○○○と 飲んで広がる 笑顔の輪」
○の中に入る言葉をお答えください。（ヒントは1面にあります）

電 話 受 付 時 間

◎平　日（月～金）　 8：45から18：00まで
◎土曜日　　　　　 　8：45から17：00まで
（日曜日・祝日及び年末年始の休業期間12/29～1/3を除く）

ナビダイヤルをご利用の場合は、お客様の負担は市内通話相当額となります。
ナビダイヤルをご利用できない場合の通話及びFAXをご利用の場合は通話料が全額
お客様負担となりますので、ご了承ください。

はがきに①クイズの答え②住所③氏名④県水だよりの感想をご記入のうえ、下記あて先
まで郵送してください。
正解者の中から抽選で２５名様に特製図書カードをプレゼントします。
なお、当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

■区　　分
給水装置の修繕受付
給水の申し込み及び解除の受付
漏水事故の通報・その他のサービス

■平　　日（月～金）
9時から22時まで
17時から22時まで
17時から翌朝9時まで

■休　　日
9時から22時まで
9時から22時まで
9時から翌朝9時まで

※フリーダイヤルへおかけの際、携帯電話からのご利用はできません
夜間・休日の受付時間

　平成19年4月5日に発行しました県水だより第178号の2面に以下のように誤記がありましたの
で、訂正いたします。
　関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

　水道局では安全で良質な水道水を提供しており、通常の使われ方では問題ありませんが、
長い間家を留守にしたときや朝一番の水道水は、給水管内に長時間滞留しているため、
消毒用の塩素が少なくなったり赤水の発生するおそれがあります。
　また、給水管に鉛管を使用されているご家庭などでは、ごく微量の鉛が溶け出す
ことがあります。念のため、最初のバケツ一杯分程度は飲用以外にご使用ください。

お詫びと訂正

「水道料金未納整理業務の一部を民間業者に委託しました」

誤：ジーデーシー情報システム（株）
正：シーデーシー情報システム（株）

　水道料金のお支払いは簡単で便利な「口座振替」を是非ご利用ください。
　詳しくは、県水お客様センターまたはお取引の金融機関・郵便局までお問い合わせ
ください。

平成19年6月30日（土）消印有効

２６２－８５１２　千葉県水道局　県水クイズ係あて
※郵便番号の記入により、水道局の住所は記入不要です。

正解は、『ポタリちゃん』でした。
（応募総数　670通、うち正解者数　643通）

ク イ ズ
応募方法

あて先

4月5日号の正解

締め切り

4月5日号の正解

水道局からのお知らせ水道局からのお知らせ
水道水利用上のご注意

水道料金の「口座振替」ご利用のお願い
委 託 会 社 連絡先 受 持 区 域

0120ー043260 千葉市
船橋市・習志野市・鎌ヶ谷市
市川市・浦安市
松戸市
市原市
千葉ニュータウン
成田ニュータウン

0120ー043261
0120ー043262
0120ー043263
0120ー043264
0120ー043267
0120ー043265

（株）千葉水道センター
（株）船橋水道センター
（株）市川水道センター
（株）松戸水道センター
（株）市原水道センター
印 西 設 備 工 業（ 株 ）
池 田 建 設 工 業（ 株 ）

水道料金減免のご利用を  千葉県水道局では、お申し出により水道料金の一部を免除しております。

生活保護世帯のうち生活扶助の保護を受けている世帯

生活保護世帯のうち教育扶助、住宅扶助及び医療扶助のいずれかの保護を受けている世帯
児童扶養手当を受けている方がいる世帯
特別児童扶養手当を受けている方がいる世帯
身体障害者手帳の交付を受け、かつ、1級又は2級の障害を有する方がいる世帯
知的障害者更正相談所等において重度以上の知的障害者と判定された方がいる世帯
精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、1級の障害を有する方がいる世帯
寝たきり老人と認定された方がいる世帯

社会福祉法第2条第2項第1号から第5号に規定する社会福祉事業を行う施設（国又は地方
公共団体の施設を除く）

１ヵ月につき１0m3までの使用水量に係る従量料金並びに消費税及び地方消費税
相当額（10円未満の端数は切り捨てます）

消費税及び地方消費税相当額（10円未満の端数は切り捨てます）
※3、4に関しては児童手当法上の児童手当受給世帯と異なります。

※5～8の世帯については前年において所得税を賦課された方がいない世帯に限り
　ます。（同居の世帯を含む）

１ヵ月につき従量料金の30％並びに消費税及び地方消費税相当額（10円未満の
端数はそれぞれ切り捨てます）

免 除 対 象 者 等 免 除 内 容

1

●詳しくは県水お客様センター〔0570-001245（ナビダイヤル）または043-310-0321〕へお問い合わせください。

2
3
4
5
6
7
8

9

　「水の貴重さ・大切さの発見」をテーマに、八ッ場（やんば）ダムが建設される水源地、
長野原町を訪ね、地元小学生との交流を行う『水の大使』』を募集します。

【日　　程】8月8日（水）～10日（金）（2泊3日）
【行　　先】群馬県長野原町立第一小学校
【内　　容】地元小学生との交流会、八ッ場ダム建設現場の見学など（往復ともバス、

宿泊は川原湯（かわらゆ）温泉街の旅館を利用）
【募集人員】県内在住の小学4年生～6年生とその保護者20組40人（申込多数抽選）
【参 加 費】1組（2人）につき15,000円
【申込方法】往復はがきに児童・保護者の住所、氏名（ふりがな）、性別、続柄、電話番号、

児童の小学校名と学年、返信用あて先を明記し、郵送してください。
【申込期限】6月22日（金）必着
【申込・お問い合せ先】

〒260－8667（住所省略可）
県水政課内「千葉県上下流（じょうかりゅう）
交流事業実行委員会事務局『水の大使』』係」
TEL 043－223－2273

　鬼怒川上流の水源地で行われる、「森と湖に親しむ旬間 上下流交流会」の行事に参加し、
「水と森」をテーマとした体験学習、鬼怒川のダム見学等を通じて、地元小学生との
交流を行う児童を募集します。

【日　　程】7月26日（木）～27日（金）（1泊2日）
【行　　先】栃木県日光市
【内　　容】地元小学生との交流会、湯西川ダム建設現場の見学など（往復ともバス、

宿泊は湯西川（ゆにしがわ）温泉街のホテルを利用）
【募集人員】県内在住の小学5年生～6年生とその保護者20組40人（申込多数抽選）
【参 加 費】1組（2人）につき12,000円
【申込方法】往復はがきに児童・保護者の住所、氏名（ふりがな）、性別、続柄、電話番号と

児童の小学校名と学年、返信用あて先を明記し、郵送してください。
【申込期限】6月22日（金）必着
【申込・お問い合せ先】

〒260－8667（住所省略可）
県水政課内「千葉県上下流（じょうかりゅう）
交流事業実行委員会事務局『森と湖』』係」
TEL 043－223－2273

0570-001245
043（310）0321
043（272）3333

第179号 平成１９年（２００７年）5月25日（金）発行県 水 だ よ り

古紙配合率100％再生紙を使用しています。
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