
◆問合せ先：計画課 TEL 043－211－8632

◆問合せ先：計画課 TEL 043－211－8632 ◆問合せ先：給水課 TEL 043－211－8722

「水道出前講座」開催
お客様のお住まいの地域や学校へ水道局職員が出向いて、水道出前講座を開催します。 この機会にグループで参加してみませんか。

【講座内容】
　「安全でおいしい水ができるまで（紙芝居）」「水の作り方を体験しよう（浄水処理
実験）」「水道水の残留塩素を測ってみよう（測定体験）」「水道水に関するQ&A」など
【実施時期】
　平成21年5月～平成22年2月（開催日はお客様と調整のうえ決定します）
【開催場所】 教室や講堂、集会場等（※会場の確保はお客様にお願いします）
【対象者】
　Aコース（一般の方向け）：20～40名程度のグループ（町内会、マンションの住民
の方、幼稚園の父母会などのグループ）
　Bコース（小学4～5年生向け）：学校・学年単位
　※両コースとも、県営水道を利用している方が対象です。
【申込方法】
　ハガキに、申込代表者の氏名、連絡先、開催予定会場、参加予定人数を記載し、
下記申込先まで郵送してください。
【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」まで

水道メーターの取替え工事に
ご協力ください

◀水道メーター

　水道メーターは、計量法で有効期限が8年と定められています。千葉県水道
局では、メーターの有効期限が満了する前に取替え工事を実施しています。
　メーターを取り替える際には、あらかじめハガキをお送りして取替え予定日
等をお知らせします。また、取替え工事は県水道局から委託を受けた施工業者
が実施し、作業員は県水道局発行の身分証明書を携帯しています。

【募集期間】
　平成21年4月6日（月）から平成21年4月24日（金）まで当日消印有効
【応募資格】
　県営水道を利用している方
【お願いする内容】
　1.ご自宅の蛇口での水質検査と結果報告（週1回）
　　（1）水質検査：水温、残留塩素（水温計、残留塩素計は当局で用意します）
　　（2）感覚調査：濁り、色、におい、味
　　（3）報告方法：意見を付してはがき又は電子メールで報告
　2.報告期間：平成21年7月から平成23年3月まで
　3.募集人数：70名程度（応募者が多数の場合、抽選となります）
　4.謝　　礼：報告1回につき400円
【応募方法】
　往復はがきに、次の①～④を明記のうえ、下記申込先まで郵送してください。
　①連絡先住所・氏名　②郵便番号　③電話番号　④E-mailアドレス
【申し込み先】
　〒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」まで

ウォーターメイトを募集します

ウォーターメイトとは………
取替え費用は
無料です
よろしく

ご協力ください

千葉県水道局では、皆様のご意見を伺いながら「おいしい水づ
くり計画」の目標達成に向けて、いろいろな取り組みを行って
います。
週1回、ご自宅での水質検査の結果と、実際に飲んだ感想・ご意見
を送るウォーターメイトになってみませんか?

　あらかじめ登録していただいたお客様に、「自宅の蛇口での水質検査の結果
（残留塩素等）」と、「蛇口の水を飲んでいただいた感想やご意見」を、定期的に
報告していただく制度です。
　平成19年度から制度を開始し、現在は配水区域ごとにお願いした約70名
のお客様にご報告いただいています。
　お寄せいただいた結果は、「おいしい水づくり計画」の達成状況を検証する
ための基礎データの1つとして活用いたします。

水道「おいしい水」教室（予告）
　個人でも参加できる“水道「おいしい水」教室”も開催を予定しております。
開催日時や場所が決まりましたら、県水だよりや水道局ホームページでお知ら
せします。

紙芝居でおいしい水ができるまでを
分かりやすく紹介します。

▶

水道水をおいしく飲むコツもお知ら
せします。

▶

水道に関するクイズもあります。◀

水の作り方も実験します。
どうやって水をキレイにするのかな？
◀
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