
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

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。

0570-001245
043（310）0321
043（272）3333

受水槽・高置水槽は○○○が責任をもって
管理することになっています。

ハガキに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名様に記念品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。

応募方法

平成20年11月14日（金）消印有効締め切り

262－8512  千葉県水道局  県水クイズ係
※郵便番号の記入により、水道局の住所は記入不要です。
※質問・要望を書かれても直接お答えすることはできませんので、ご了承ください。
※記入された個人情報は、景品の発送以外には使用しません。

あて先

正解は、『3』でした。（応募総数 321通、うち正解者数 311通）8月1日号の正解8月1日号の正解

○の中に入る言葉をお答えください。
ク イ ズ

県水お客様センター 間違い電話が多くなっています。
番号を確認のうえ、おかけください。

●転居の受付は1ヶ月前からできます。土曜日の受付も行っています。
●休日明けの月曜日や祝祭日の翌日には電話が集中し、つながりにくくなります。
　比較的つながりやすい火曜日から土曜日にご利用ください。
●インターネットなどによる使用開始・中止等の受付も行っていますのでご利用ください。

※千葉ニュータウン及び成田ニュータウン区域については、20年4月1日から
　委託会社が（株）北総水道センターに変更となりました。
　所 在 地：印旛郡印旛村若萩4丁目6番2号
　交通手段：北総鉄道北総線「印旛日本医大」駅から徒歩8分

■　区　　分 ■　月　～　金 ■　土・日・祝

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

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

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

（注）0120で始まるフリーダイヤルへは、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

委 託 会 社 連絡先 受 持 区 域
0120ー043260

0120ー043261

0120ー043262

0120ー043263

0120ー043264

0120ー043268

043ー241ー6091

047ー447ー7300

047ー332ー8852

047ー367ー3937

0436ー21ー7041

0476ー98ー3000

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

（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

（株）北総水道センター
※

夜間・休日は各水道センターへ
間違い電話が多くなっています。番号を確認のうえ、おかけください。

【テ ー マ】 「水の大切さ」「水の有効利用」などを呼びかける作品
【規　　格】 ポスター…B3版の画用紙（36cm×52cm）
 標　　語…ハガキ1枚につき1点
【応募資格】 県内に在住または県内の学校に通学されている方
【部　　門】 ポスター・標語ごとに
 ①幼児の部　②小学生低学年（1～3年）の部
 ③小学生高学年（4～6年）の部　④中学生の部
 ⑤一般の部（高校生含む）の計5部門から募集します。
【締　　切】 平成21年1月31日（土）（消印有効）
【入賞発表】 「県水だより」平成21年水道週間特集号（平成21年5月下旬発行予定）
 ※入賞者には賞状・記念品の授与があります。

【応募上の注意】応募作品には、ポスターの裏またはハガキに、以下のことを記入して
 郵送してください。
 ①住所 ②氏名（ふりがな） ③年齢 ④電話番号 ⑤幼児・学生は学校名・学年
 ※学校・グループ単位での応募は、応募一覧表を添付してください。
 ※応募作品は未発表のものに限ります。※応募作品の返却はいたしませんのでご了承ください。

【応 募 先】 〒262-8512 千葉県水道局 管理部業務振興課
 ポスター・標語コンクール係　TEL 043－211－8800
 ※郵便番号の記入により、住所の記載は不要です。

～水道週間ポスター・標語コンクール作品募集～

水の大切さをポスターや標語で表現してください水の大切さをポスターや標語で表現してください
　「水を知ること、川を知ること、ちばから発信」をテーマに、『第13回
水シンポジウムinちば（主催:土木学会、国土交通省、千葉県、千葉市）』
が、8月7日に幕張メッセ国際会議場で開催され、全国各地から市民団体
の方々や学会・行政関係者など約800人が参加し、水が自然や人間に
与えるさまざまな恩恵と問題について意見交換をしました。水道局で
は、このシンポジウムを共催
するとともに、分科会パネラ
ーとしても参加し、おいしい
水づくりに向けた技術的取
り組みなどを紹介しました。
　また、水道局の展示ブース
には、2010ゆめ半島千葉
国体のマスコットキャラクター「チーバくん」も遊びに来て、当局の
キャンペーンに協力してくれました。
このシンポジウムは、平成8年度から全国各地で毎年開催されていて、
次回は新潟県で行われます。
※2010ゆめ半島千葉国体の詳しい内容は、
　第65回国民体育大会ホームページ（http://www.kokutai-2010chiba.jp/）
　で紹介しています。どうぞご覧ください。

チーバく がやってきた!

チーバくんも、ちばの水が大好きです。

〈印旛沼水質浄化運動について〉
印旛沼は
水道局の水源の
ひとつなんだよ

千葉県では、印旛沼の水質を浄化するため、県、市町村
及び関係機関が一体となり、10月1日から10月31日まで印旛沼水質浄化運動を実施しています。
水源保全のためにも、ご家庭でできる水質浄化対策にご協力お願いします。
1. 洗剤の適正量使用　2． 台所用水切り袋等の積極的な使用
3． ごみの不法投棄の禁止、所定の場所への処分、ごみの持ち帰りなど

【日時・場所】

　①市川水道事務所（最寄駅：JR本八幡駅）
　　11月29日（土）13：00～15：00
　②船橋水道事務所 船橋北支所（最寄駅：新京成線 高根公団駅）
　　1月24日（土）13：00～15：00
　③千葉水道事務所（最寄駅：JR蘇我駅、京成線 千葉寺駅）
　　1月31日（土）13：00～15：00

　※できるだけ公共の交通機関をご利用ください。

【応募資格】

　県水道局の給水区域内にお住まいの方

【申込方法】

ハガキに代表者氏名、連絡先、参加希望会場、参加

人数を記載のうえ、下記申込先まで郵送してください。

【募集人数】 各40名（定員になり次第、締め切ります）

【講座内容】 「安全でおいしい水の出来るまで」

 「水道水に関するQ&A」など

【申 込 先】

　〒262-8512（郵便番号の記入により住所省略可）

　千葉県水道局技術部計画課おいしい水づくり推進室

千葉市内と習志野市内の
小学校4年生を対象に、水道
出前講座を実施しました。
生徒の皆さんからいただいた
感想の一部をご紹介します。

※小学校への出前講座の様子は、おいしい水づくり計画オフィシャルサイト
にも掲載していますのでご覧下さい。
http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/oishii/campaign/img/
demae_houkoku.pdf
※「小学生向け出前講座」のお申込・お問い合せは左記問合せ先までどうぞ。

水道「おいしい水」教室  参加者募集 小学校で出前講座を行いました個人又はグループでお申し込み下さい。

◆問合せ先:計画課おいしい水づくり推進室
　TEL 043-211-8632  FAX 043-274-9804  E-mail oishii-w@mz.pref.chiba.lg.jp

●お母さんとお父さんと妹も冷やしたらおいしく飲めるって喜んでいました

●目の前で実験をやってくれたので安全だとわかりました

●千葉県水道局で、200項目以上も検査していたので、

　安全な水になるのは大変なんだなぁと思いました

第186号 平成２０年（２００８年）10月1日（金）発行県 水 だ よ り

「うれしいね、 おいしいおみずを、 大切に！」第50回水道週間 標語コンクール 小学生低学年の部 最優秀賞　高橋 京花 さんの作品
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