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このお知らせは、県営水道をご利用されているご家庭にお届けしていますこのお知らせは、県営水道をご利用されているご家庭にお届けしています

　必ず、断水日と断水時間を確
認して下さい。また、施工業者
の連絡先も確認して下さい。

　水のくみ置きがあれば、
安心です。

　断水直後は、水道水に濁りが残る
場合があります。
　工事終了後、30～60分様子を見
てから、水をお使い下さい。

　「お知らせ」に記載され
た連絡先に対応をお願
いして下さい。

　お客様においしい水をお
届けするために、わたした
ちは、365日24時間休ま
ず、水道管の安全を守って
います。

平成22年（2010年） ８月

「断水のおしらせ」を受け取ったら…
県営水道では、
　　① 配水管布設工事
　　② 下水道工事等にあわせた移設工事
　　③ 消火栓設置工事
　　④ その他配水管の維持管理作業

の際に、断水をお願いする場合、「断水の
おしらせ」を対象となるお客様すべてに、
配布しております。

①日時・施工業者
　　　　　の確認！

②くみ置きの
　　　お願い！

③すぐには
　使わない！

④異常が
　続くときは！

「断水のおしらせ」を受け取ったら・・

バルブ清掃・点検の様子バルブ清掃・点検の様子



篠ノ井調整池運用によって…篠ノ井調整池運用によって…

平成21年度決算の状況
収益　33億2327万1千円 費用　30億4487万4千円

利益　2億7839万7千円

安心・安全 安　定 持　続

　生活に欠かすことができない「安全でおいしい水」を安定的に低廉な料金でお届けすることが、県
営水道の使命です。今後も経費の削減などにより効率的な経営に努めてまいります。

※　費用の「維持管理費」は、修繕費、薬品費、動力費（電気代）などです。
※　各年度で生じた利益は、古い水道管のとりかえ工事等の財源として使われています。

　平成22年3月25日に篠ノ井調整池の運用を開始しました。
　現在400戸に供給していますが、将来的には、篠ノ井～川中島地区まで拡張します。
　平成22年3月25日に篠ノ井調整池の運用を開始しました。
　現在400戸に供給していますが、将来的には、篠ノ井～川中島地区まで拡張します。

場　所：長野市篠ノ井布施五明
有効容量：8,000m3

カルキ臭の原因・・・塩素のはたらき・・・
　明治時代の水道は消毒を行っていませんでしたが、感染症の流行などにより、大正１１年に東京都及び横浜市の浄水場
で初めて塩素消毒による水道水の供給が行われました。
　塩素剤には、病原性大腸菌O157などの病原菌を死滅させる「消毒」の働きがあり、法律により0.1mg/ℓ以上の濃
度と決められています。
　カルキ臭いときらわれがちな塩素ですが、大事なはたらきをしているのです。
　なお、水道水に含まれる塩素の濃度は人が毎日生涯に渡って飲み続けても健康に影響はありません。

しばらく捨水した後、お使い下さい。
水質基準において、人体への影響は、
通常の摂取量では問題ありません。

原因
・給水管の老朽化
・消火栓作業や配水管
工事による、管内の
急激な流速変化

原因
・給湯器を流れる水中
の気泡
・工事などで水道管に
空気の混入

原因
・水道中に溶け込んで
いるカルシウム、マ
グネシウム等のミネ
ラル成分

静置しておくと底の方から透明に澄ん
できます。空気ですから、人体への悪影
響はありません。

水道中に溶け込んでいるカルシウム、
マグネシウム等のミネラル成分は、煮
沸されると、一部沈殿して白く残りま
す。これが給湯器、やかん等に付着して
白くなります。

　県営水道では、平成22年度長野県営水道水質検査計画を策定し、検査を行っています。
　検査項目は、法律で定められた「水質基準項目 (50項目 ) に加えて、より質の高い水道水とするための指標となる
「水質管理目標設定項目 (25項目 )、「独自検査項目 (16項目 )」についても実施しており、すべての項目で基準に適
合しています。なお、水質検査計画及び検査結果につきましては、県ホームページに掲載していますのでご覧下さい。
　長野県ホームページ
　　http://www.pref.nagano.lg.jp/kigyou/suidou/suikensa/kenkei22.htm
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③他の方法でも、
　おいしく飲んでみよう！

①水が赤い！（鉄サビ） ②水が白い！（空気） ③やかんの口が白い！
  （水が白いから？）

②沸騰させた水を
　　冷やしてみよう！

平成21年度（２０09年度）決算をお知らせします

篠ノ井調整池の運用を開始しました

水道豆知識１　～水道水をおいしく飲もう！～

水道豆知識2　～水の色がおかしい？～
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※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

〈発　行〉長野市大字南長野字幅下692-2　長野県庁内
　　長野県企業局　TEL026-235-7381  FAX026-235-7388  e-mail:kigyo@pref.nagano.lg.jp
　県ホームページ　http://www.pref.nagano.lg.jp/kigyou/suidou/index.htm

この冊子は大切な地球環境を守るため、環境にやさしい大豆油インクと古紙100%再生紙を使用しています。
ホームページ
QRコード

こんなときは、すぐにお届けを！！
【ご家庭で目の届く場所に掲示しておくと便利です】

●漏水に関するお問い合わせは… アパートや借家の場合は、管理会社や大家さんにも
ご連絡をお願いします。

引っ越しの前に 長い間水道を使用
されないとき

納入通知書等の送付先
を変更されるとき

水道の所有者、使用者
を変更されるとき

（株）ジェネッツ　上田事務所
　  0120-971124
TEL 0268-29-0810 上田市諏訪形613
FAX 0268-29-0820 上田水道管理事務所内

（株）ジェネッツ　川中島事務所
　  0120-971105
TEL 026-286-1815 長野市川中島町四ツ屋100
FAX 026-286-1825 川中島水道管理事務所内

●家を新築されたとき、家を取り壊して水道を廃止するなど工事に関するお問い合わせは・・・        …
上田市
千曲市(旧上山田町、戸倉町)、坂城町のお客様は

長野市
千曲市（旧更埴市）のお客様は

上田水道管理事務所
上田市諏訪形613
　TEL 0268-22-2110
　FAX 0268-22-2994
　e-mail:uedasui@pref.nagano.lg.jp

川中島水道管理事務所 
長野市川中島町四ツ屋100
　TEL 026-284-1700
　FAX 026-284-1702
　e-mail:kawanakajimasui@pref.nagano.lg.jp

県営水道修繕センター

県の指定を受けた事業者（県営水道指定給水装置工事事業者）     
長野市篠ノ井布施高田1018番地10

●給水申込み・開閉栓・名義変更・使用水量・料金などに関するお問い合わせは…
※県営水道では、料金徴収業務を（株）ジェネッツ に委託しています

！

地表が
濡れている
とき

壁が
濡れている
とき

　水道設備は人の生命、健康に直接係る飲料水の衛生に関連する大事な施設であることから、国家資格を取得した技術者
や工事に必要な器具を備えている工事業者（県で給水装置工事事業者として指定します）が行うこととなっています。
　工事業者については、水道管理事務所にお問い合せいただくか、県ホームページを参照してください。
長野県ホームページ　http://www.pref.nagano.lg.jp/kigyou/suidou/shitei.htm 

（24時間電話受付）


