
応募総数、ポスター525点・標語1,122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。

※学校などは作品応募時（平成20年1月）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20年6月10日（火）～16日（月）
●場所／千葉そごうギャラリー

うれしいね おいしいおみず のめるって

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

標語の部標語の部標語の部最優秀賞最優秀賞最優秀賞

佐藤  琉樹 古川あいりす幼稚園

幼児の部大橋 沙紀 あやめ台第二幼稚園幼児の部

鶴田  綺七 市原市立姉崎小学校

小学生低学年の部

小学生高学年の部

角田  淳 富津市立佐貫中学校

中学生の部

石井  清次 木更津市

一般の部

杉山  美代子 市原市立清水谷小学校

うれしいね、おいしいおみずを、大切に!
高橋 京花 船橋市立若松小学校小学生低学年の部

おいしいな 笑顔がこぼれる 千葉の水
長瀬 博 市原市立東海中学校中学生の部

守りたい 水はみんなの たからもの
川西 優華 市原市立姉崎小学校小学生高学年の部

蛇口から 暮らし潤す 水道水
小田中 準一 市川市一般の部

江寺  瞳
三愛幼稚園

幼児の部

朝倉  拓海
市原市立姉崎小学校

小学生低学年の部

渡辺  未來
市川市立北方小学校

小学生高学年の部

吉次  由美子
松戸市立第五中学校

中学生の部

矢原  ゆりか
千葉県立千葉東高等学校

一般の部

第50回第50回

優秀賞優秀賞

優秀賞優秀賞

青木  恭参
千葉市

一般の部

富澤  真子
東海大学付属浦安中学校

中学生の部

前田  菜の子
白井市立桜台小学校

小学生高学年の部

武内  璃美
船橋市立宮本小学校

小学生低学年の部

柳田  貴志
まどか幼稚園

幼児の部おめで
とう! 特

別
賞

特
別
賞

楢見舘  忍
東京学館浦安高等学校

宮本  雅子
千葉県立千葉東高等学校

6月1日（日）6月1日（日）7日（土）7日（土）
千葉県水道局統一標語

おいしいな
笑顔がこぼれる 千葉の水

おいしいな
笑顔がこぼれる 千葉の水

第50回第50回
水道週間水道週間

　今年も6月1日から7日の一週間、水道週間が開催されます。
　近年、おいしい水に対するお客様からのご要望が多くなって
おり、水道水源を取り巻く環境への関心も高まっています。
　県水道局では、「おいしい水」を「安心」して利用したいという
ご要望に応えるため、お客様とともに「おいしい水づくり計画」を
策定しました。
　この計画では、国の水質基準よりも高い水質目標を設定し、
「安全でおいしい水」をそのまま、お客様の蛇口まで届けることを
目的としています。そのため、水質管理体制の強化や高度浄水
処理の導入を進めるなどの事業を積極的に進めています。
　今後とも、お客様の意見を反映させた客観的な評価のもと
取り組んでまいりますので、ぜひ皆様の声をお寄せください。

　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。

水道週間に
よせて

千葉県知事

堂本  暁子

1
「ただいまァー　蛇口ひねって　水ゴクリ」 第5 0回水道週間全国統一標語

第184号平成２０年（２００８年）5月25日（日）発行

●水道局ホームページ／http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/index.html

平成20年5月15日現在

45,020万m345,020万m3

貯水率 97.5％貯水率 97.5％
 （平年貯水率 88.6％） （平年貯水率 88.6％）

利根川上流8ダムの貯水状況
ダム情報ダム情報

※ホームページからも確認できます。※ホームページからも確認できます。

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／2,830,572人
 （平成19年3月末現在）

年間給水量／327,682,530m3
 （平成19年3月末現在）
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