
イベントカレンダー
内　容 日　時

浄水場開放 ５/３(火)〜５(木)　毎日
午前９時〜午後４時30分

施設説明会
５/３(火)〜５(木)　毎日
①午前10時〜午前10時30分
②午後１時30分〜午後２時

水の試飲会 ５/３(火)〜５(木)　毎日
午前10時30分〜午前11時

敷島浄水場を一般開放します
　毎年多くの方にご来場いただいている敷島浄水場の一般開放を、
今年も５月３日㈫から５月５日㈭まで開催します。
　久留米ツツジをはじめ約40種370本の見頃を迎える美しいツツ
ジが御覧になれます。歴史ある水道施設や水道資料館の見学を兼
ねて皆様お誘い合わせのうえご来場ください。
　また、浄水場は飲み水を管理する大切な施設です。敷地内での喫
煙やペットの連れ込み、指定場所以外での飲食はご遠慮ください。
問浄水課　☎027-231-3075

まえばし水道局だより

前橋市水道局キャラクター「タンク君」

JWWA-GLP075
水道GLP認定前橋市水道局発行　ホームページ http://www.city.maebashi.gunma.jp/

・水道水質検査優良
　試験所規範

・水道GLP認定取得
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　昨年度に本市水道局が実施した下水道事業啓発ポスターコンクールにおいて、
特別賞である市議会議長賞に選ばれた若宮小学校６年（当時）の木村　誠哉（き
むら　まさや）さんの作品が、このたび、公益社団法人日本下水道協会による
第55回下水道の日（平成27年度）「下水道いろいろコンクール」の「絵画・ポ
スター部門　小学校高学年の部」において見事入選されましたので紹介します。

敷島浄水場のご案内

「下水道いろいろコンクール」入賞

問浄水課　☎027-231-3075

昭和４年完成　高さ37.4m　容量892.6立方メートル
昭和４年に完成して以降、現在まで現役で水を送り続け
るとともに、前橋市の水道のシンボルとして水道タンク
の名称で親しまれています。平成８年度に国の登録有形
文化財に登録され、平成26年度には公益社団法人の土
木学会より土木学会選奨土木遺産に認定されました。

昭和４年完成
長さ55.1m、幅41.8m、水深2.4mの池が３池あり、ろ過能力は１池
約8000立方メートル/日になります。側壁はコンクリートの上にレン
ガが張ってあり、底にはろ過するための砂と導水溝があります。
浅井戸から取水した水は緩速ろ過池に送られ、砂を通り抜ける間にきれい
な水になります。きれいになった水は、さらに消毒され配水池に送られます。

昭和４年完成
貯水量3,740立方メートル
ろ過、消毒により飲用になった水道水を貯水する施設です。ここに貯
水された水道水は配水塔へ送られ、各家庭へ配水されます。

昭和４年完成。
昭和４年に建てられた敷島浄水
場の旧管理事務所を改修したも
のです。水道事業への理解を深
めていただくとともに、小学校
で学ぶ水道学習の場として、楽
しみながら水道に関する知識が
得られるようになっています。

館内で展示されてい
る竜頭共用栓。
水道布設当時、実際
に使用されていたも
のです。

問下水道施設課　☎027-221-7524

配水塔

緩速ろ過池

１号配水池

水道資料館
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　本市では、市民のみなさんの安全・安心を第一に考え、水道水の放射性物質の検査を継続して実施しています。
現在、検査は、主な浄水場６カ所で月１回、その他の３７カ所の浄水場などで３カ月に１回測定を行なっております。
　なお、平成２３年３月からの検査において、本市の水道水から放射性物質は検出されておりません。水道水は安
心してお使いください。

　前橋水質浄化センターでは、下水汚泥などの放射性物質濃度の測定を毎月１回、継
続して行っておりますが、４月の測定結果（４月12日試料採取）は右記のとおりです。
　詳細は本市水道局ホームページに掲載しています。
　下水汚泥などについて今後も継続して検査を実施し、結果を速やかに本市水道局ホ
ームページなどで公表します。

主な浄水場の検査結果です。� 単位：Bq／㎏

単位：Bq/kg

注 不検出とは、検体の放射性物質濃度が1Bq/kg未満を意味しています。
　　表中の（検出限界値　○）は、測定機器で検出できる放射性物質濃度の最小値が○Bq/kgであることを示しています。

※今後も放射性物質の検査を継続して実施し、速やかに本市ホームページなどにより公表していきます。
問浄水課　☎027-231-3075

試料名 セシウム合計
下水汚泥 不検出
放流水 不検出

注 不検出とは、10Bq/kg未満を意味
しております。

下水汚泥などの放射性物質測定結果

水道水の放射性物質測定結果

地区 採水地点 採取日 放射性セシウム　134 放射性セシウム　137 放射性ヨウ素
1 旧前橋  敷島浄水場 4 月 6 日 不検出（検出限界値　0.6） 不検出（検出限界値　0.8） 不検出（検出限界値　0.6）
2 粕川  稲里浄水場 4 月 6 日 不検出（検出限界値　0.5） 不検出（検出限界値　0.6） 不検出（検出限界値　0.6）
3 宮城 柏倉浄水場 4 月 14 日 不検出（検出限界値　0.9） 不検出（検出限界値　0.8） 不検出（検出限界値　0.6）
4 大胡 東金丸第２浄水場 4 月 11 日 不検出（検出限界値　0.9） 不検出（検出限界値　0.7） 不検出（検出限界値　0.6）
5 富士見 小原目浄水場 4 月 7 日 不検出（検出限界値　0.9） 不検出（検出限界値　0.9） 不検出（検出限界値　0.7）
6 富士見（赤城） 大洞浄水場 4 月 7 日 不検出（検出限界値　0.9） 不検出（検出限界値　0.7） 不検出（検出限界値　0.6）

水道水中の放射性物質に係る管理目標値 合計量で10Bq/kg以下 設定無し

下水道への接続をお願いします
　公共下水道は、トイレの水洗化など生活環境の改善だ
けではなく、川や湖などの水質保全のためにも重要な施
設です。
　公共下水道が利用できる区域になったときは、くみ取
り便所の場合は３年以内に公共下水道に接続しなければ
なりません。また、浄化槽を使用している場合は、でき
るだけ早めに公共下水道に接続してください。
　公共下水道への接続工事は、市の指定を受けた下水道
排水設備指定工事店にご相談ください。
　公共下水道区域内で既存のくみ取り便所または、し尿
浄化槽を廃止し、公共下水道に接続する工事に対して、
以下の２つの制度があります。（住宅新築に関する工事
は対象外です。）
　制度を利用する場合は、必ず工事を依頼する前に指定
工事店へ相談してください。なお、２つの制度の併用は
出来ません。
　工事申請後や工事完成後の申込みは対象外となります
ので、注意してください。

１　公共下水道接続促進補助金制度
対象者＝下記①〜⑤すべてを満たす個人
① 本市に住所があり、実際に居住している個人
② 世帯全員の市民税が非課税
③ 市税、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担

金、公共下水道事業分担金いずれも滞納していない個人
④ 住宅の接続工事であること
⑤ 供用開始告示後３年以内の接続工事で、平成29年２

月28日までに実績報告書が提出できる工事
補助金額＝供用開始告示後３年以内は３万円、ただし１
年以内は５万円。また、工事費（消費税を除く。）が補
助金額を下回る場合は工事費（千円未満切捨て）。

２　公共下水道接続奨励制度
対象者＝下記①〜④すべてを満たす方
① 家屋の所有者又は所有者の同意を得た方
② 本市に居住し、独立した生活を営み、融資する工事費

を納付できる能力のある方
③ 市税、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担

金、公共下水道事業分担金いずれも滞納していない方
④ 連帯保証人を一人選定できる方（連帯保証人は収入月

額が158,000円以上の方で、上記②、③の条件を満たし、
申請者と別世帯の方を選定してください。）
融資額＝100万円以内
支払方法＝48か月以内の分割納付（無利子）
申請前に事前審査があります。

詳しくは下水道整備課へお問い合わせください。
問下水道整備課　☎027-898-3074

問下水道施設課
　☎027-221-7524
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水道料金のお支払いは
便利な口座振替をご利用ください。
当社職員による訪問預かりサービスも行っています。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

前橋市水道局お客様センター　027-898-3300㈹
　　受　付　日　　月曜日～金曜日　(祝日を除く)
　　受 付 時 間　　午前8時30分～午後5時15分

 

　水まわりの工事なら、安心して頼める組合加入の
市水道局指定水道工事店に、ご相談ください。

組合加入工事店(閲覧)組合ホームページ
http://www18.ocn.ne.jp/~kankouji/index.htm
または、下記までお問い合わせください。

前橋市管工事協同組合　TEL０２７(２５１)７５０９

上記の広告内容に関する質問などにつきましては、広告スポンサーに直接お問い合わせください。

広　告　欄
◦漏水などの緊急の場合は、夜間・休日も受け付けています。　☎027-234-5511（代表）

お問い合わせ・ご相談は 連絡先：前橋市水道局　前橋市岩神町三丁目13番15号
◦水道料金・下水道使用料の支払い方法について
◦水道の検針について
◦水道の使用開始・中止の届出について

お客様センター
（委託先：㈱ジーシーシー自治体サービス） ☎027-898-3300

◦道路上の漏水を見つけたとき
◦赤水やにごり、水の出が悪いとき 水道整備課維持修繕係 ☎027-898-3033
◦家庭内の水道整備については、直接水道局指定の業者へ

（業者が分からない場合は、お問い合わせください） 水道整備課給水装置係 ☎027-898-3043
◦水道水の水質について 浄水課水質係 ☎027-231-3075
◦都市計画下水道の受益者負担金・分担金について 下水道整備課管理係 ☎027-898-3063
◦宅地内の排水設備に破損などが生じた場合は、指定工事店
に直接修繕を依頼してください。（業者が分からない場合は、
お問い合わせください）

下水道整備課排水設備係 ☎027-898-3074

休日の水道局指定工事業者
5/1
㈰

㈲青柳管工土木
東片貝町

☎027-223-6741

㈱志村工業
滝窪町

☎027-283-5370
5/15

㈰
東部設備工業㈱

富田町
☎027-268-1099

下田農機具店
富士見町時沢

☎027-288-2070
6/19

㈰
㈱狩野設備

西善町
☎027-266-1217

㈲ノグチ
柏倉町

☎027-283-2651

5/3
㈫

日野備巧㈱
二之宮町

☎027-268-3549

誠興設備工業㈲
富士見町米野

☎027-289-0006
5/22

㈰
㈲グンスイ

朝倉町
☎027-265-0061

㈲大澤設備工業
横沢町

☎027-283-5123
6/26

㈰
大川設備
富田町

☎027-268-3662

小林設備㈲
富士見町時沢

☎027-288-2755

5/4
㈬

㈲鎌塚設備
西片貝町二丁目
☎027-221-0213

太田建設㈱
粕川町女渕

☎027-285-2046
5/29

㈰
大場工業㈱

高井町一丁目
☎027-251-3686

小林設備㈲
富士見町時沢

☎027-288-2755
7/3
㈰

市川建設㈱
三俣町三丁目

☎027-232-1231

太田建設㈱
粕川町女渕

☎027-285-2046

5/5
㈭

㈱桜沢設備工業
荻窪町

☎027-269-2246

下田農機具店
富士見町時沢

☎027-288-2070
6/5
㈰

下川工業㈱
力丸町

☎027-265-0228

石橋設備工業㈲
苗ヶ島町

☎027-283-4455
7/10

㈰
㈲鎌塚設備

西片貝町二丁目
☎027-221-0213

下田農機具店
富士見町時沢

☎027-288-2070

5/8
㈰

鹿沼管工
荒子町

☎027-268-1504

㈲ノグチ
柏倉町

☎027-283-2651
6/12

㈰
赤城管設㈱
小坂子町

☎027-269-0144

誠興設備工業㈲
富士見町米野

☎027-289-0006
7/17

㈰
柏水工技研㈱

下沖町
☎027-232-9297

㈲大澤設備工業
横沢町

☎027-283-5123

　平成28年６月１日（水）から６月７日（火）まで、第58回水道週間が実施されます。
　第58回水道週間スローガンは、
 「じゃ口から　安心とどけ　未来まで」です。
　この水道週間は、厚生労働省、都道府県をはじめ各市町村の水道事業体等によって実施される様々
な広報活動等の運動を通して、水道について更に国民の理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環
境の改善を図るとともに、水道事業のさらなる発展に資することを目的として毎年実施されています。

第58回　水道週間について

問経営企画課　☎027-898－3011

　お客様の預貯金口座から毎回自動で水道料金・下水道使用料をお支払いいただけます。
　払い忘れもなく、料金を支払いに行く手間も省ける便利な口座振替を、ぜひ、ご利用
ください。申込方法については、ホームページをご覧ください。
　クレジット納付もできます。
問お客様センター　☎027-898-3300
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/11/281/p003565.html

水道料金のお支払いは便利な口座振替で！

4


