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さぁ今日も  水と元気が  蛇口から
URL平成24年度　全国水道週間スローガン

わたしが水道部のキャラクター
「まってぃー」です。松戸市
の「Ｍ」の文字と「ハート」
を組み合わせてデザインされ
ています。「ハート」は尊い
水に対する愛情をイメージし
ています。

　給水区域の皆さんに水道事業への理解と関心を深めていただくため、さまざまな水のPR事業を実施しています。
　昨年度と今年度のこれからの取り組みをご紹介します。

　夏休み期間中の給水区域の小学生を対象に、「安全で安心な水」「水の大切さ」についての理解を深めてもらうため、下記要
領で作品を募集しています。奮ってご応募ください。
　1 テ ー マ …… 水・水道水
　2 応募要領 …… 松戸市営水道給水区域の小学生
 大きさはＡ３判からＡ４判程度（標語等の文字を入れてください。）
 ※応募作品は返却しませんので、ご了承ください。
　3 表　　彰 …… 管理者賞（１点）：賞状・副賞（図書カード）
 会 長 賞（１点）：賞状・副賞（図書カード）
 優 秀 賞（５点）：賞状・副賞（図書カード）
　4 応募期間 …… 平成24年７月23日（月）～９月10日（月）
　5 応募方法 …… 松戸市水道部までご郵送、または持参ください。
 〒270-0027  松戸市二ツ木42番地の２  松戸市水道部  水のPR委員会
　6 発　　表 …… 平成24年11月下旬
　7 個人情報の取り扱い
　  個人情報は、本募集運営のみに利用いたします。ただし、入選作品につきまし

ては、松戸市水道部ホームページ等で学校名・学年および氏名を公表します。

～図画・ポスターを募集～

～“おいしい水”の試飲会～

◆来庁された人に
　平成23年8月1日から9月30日の間、水道部小金庁舎と常盤平
営業所に来庁された皆さんに、冷やした深井戸水を試飲してい
ただきました。期間中は、約800人の皆さんに試飲していただき、
「おいしい水」を実感していただきました。

◆地域でのイベント
　本市水道事業の給水区域内で開催されるイベントに参加し、
「おいしい水」を試飲していただきました。

～市営水道への理解と関心を深めてもらうために～

　安全で安心な水ができるまでの工

程を知ってもらうため、水道施設見

学会を実施しています。昨年度も給

水区域の小学生を始めとする皆さん

に施設を見学していただきました。

　今年度も、理解と関心をより深め

てもらうため、分かりやすい説明を心掛けていきます。

　水道部では市民の皆さん

を対象に、市営水道の水質

や水道のしくみについて講

座を用意しています。

水道施設見学会の開催 水道出前講座の開催

　今年も、昨年好評を得ました試飲会を
予定しています。また、地域でのイベン
トに参加し、「おいしい水」の普及に努
めてまいります。

■ 試飲会
場所：水道部小金庁舎・常盤平営業所
期間：8月1日㈬～8月31日㈮（土・日曜日を除く）
　　　9時～16時30分
※水のお持ち帰りはできません。

■ 施設見学および水道出前講座の詳しい内容につきましては、水道部

　 総務課までお問い合わせください。 ☎341－0430問
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平成24年度 予算の概要 についてお知らせします

減価償却費
4億8,932万1千円

受水費
3億4,574万6千円

委託料
2億3,473万5千円

人件費
1億5,817万7千円

支払利息  9,195万2千円

その他  1億7,485万4千円純損失
△918万5千円

その他
8,372万8千円

給水申込納付金
6,930万円

負担金
2,457万2千円

給水収益
13億800万円

施設改良費等
7億7,097万4千円
老朽化した水道管の
耐震化など施設の
更新に係る費用皆さんから

いただく
水道料金

北千葉広域水道企業団
からの浄水購入経費

企業債償還金
1億3,768万4千円

不足額
5億3,332万4千円

出資金  5,460万円

負担金  2,073万4千円

企業債  3億円

14億8,560万円 14億9,478万5千円

3億7,533万4千円

9億865万8千円

企業内に蓄えた
資金で対応します 施設を造るために借り

入れた資金の返済

水道水の放射性物質の基準値が変更になりました
　厚生労働省が定める水道水における放射性セシウムの基準値が、平成24年度から200ベクレル/kgから10ベクレル/kgへと大幅に下がりました。 これは
WHO飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベルを参考に設定された数値です。この基準は非常に低いリスクレベルであり、健康への悪影響を生じるもの
ではないと考えられるとされています（厚生労働省「水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて」より）。松戸市水道部では、今現在、放射性物質
は検出されていません。詳細は、松戸市水道部のホームページをご覧ください。

項目 番号 水質項目 水質基準値 新松戸1-327  給水栓 常盤平1-23  給水栓

人
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　康

　に

　関

　連

　す

　る

　項

　目

基01 一般細菌 100個/mℓ以下 ０個/mℓ　　 ０個/mℓ　　

基02 大腸菌 不検出 陰性 陰性

基03 カドミウム及びその化合物 0.003mg/ℓ以下 0.00030mg/ℓ未満 0.00030mg/ℓ未満

基04 水銀及びその化合物 0.0005mg/ℓ以下 0.000050mg/ℓ未満 0.000050mg/ℓ未満

基05 セレン及びその化合物 0.01mg/ℓ以下 0.0010mg/ℓ未満 0.0010mg/ℓ未満

基06 鉛及びその化合物 0.01mg/ℓ以下 0.0010mg/ℓ未満 0.0010mg/ℓ未満

基07 ヒ素及びその化合物 0.01mg/ℓ以下 0.0010mg/ℓ未満 0.0010mg/ℓ未満

基08 六価クロム化合物 0.05mg/ℓ以下 0.0050mg/ℓ未満 0.0050mg/ℓ未満

基09 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/ℓ以下 0.001mg/ℓ未満 0.001mg/ℓ未満

基10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/ℓ以下 0.51mg/ℓ　　 0.15mg/ℓ　　

基11 フッ素及びその化合物 0.8mg/ℓ以下 0.11mg/ℓ　　 0.09mg/ℓ　　

基12 ホウ素及びその化合物 １mg/ℓ以下 0.10mg/ℓ未満 0.10mg/ℓ未満

基13 四塩化炭素 0.002mg/ℓ以下 0.0002mg/ℓ未満 0.0002mg/ℓ未満

基14 １,4-ジオキサン 0.05mg/ℓ以下 0.005mg/ℓ未満 0.005mg/ℓ未満

基15
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/ℓ以下 0.0040mg/ℓ未満 0.0040mg/ℓ未満

基16 ジクロロメタン 0.02mg/ℓ以下 0.0020mg/ℓ未満 0.0020mg/ℓ未満

基17 テトラクロロエチレン 0.01mg/ℓ以下 0.0010mg/ℓ未満 0.0010mg/ℓ未満

基18 トリクロロエチレン 0.01mg/ℓ以下 0.0010mg/ℓ未満 0.0010mg/ℓ未満

基19 ベンゼン 0.01mg/ℓ以下 0.0010mg/ℓ未満 0.0010mg/ℓ未満

基20 塩素酸 0.6mg/ℓ以下 0.09mg/ℓ　　 0.06mg/ℓ未満

基21 クロロ酢酸 0.02mg/ℓ以下 0.002mg/ℓ未満 0.002mg/ℓ未満

基22 クロロホルム 0.06mg/ℓ以下 0.011mg/ℓ　　 0.0038mg/ℓ　　

基23 ジクロロ酢酸 0.04mg/ℓ以下 0.004mg/ℓ未満 0.004mg/ℓ未満

基24 ジブロモクロロメタン 0.1mg/ℓ以下 0.0083mg/ℓ　　 0.0074mg/ℓ　　

基25 臭素酸 0.01mg/ℓ以下 0.001mg/ℓ未満 0.001mg/ℓ未満

項目 番号 水質項目 水質基準値 新松戸1-327  給水栓 常盤平1-23  給水栓
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基26 総トリハロメタン 0.1mg/ℓ以下 0.031mg/ℓ　　 0.020mg/ℓ　　

基27 トリクロロ酢酸 0.2mg/ℓ以下 0.020mg/ℓ未満 0.020mg/ℓ未満

基28 ブロモジクロロメタン 0.03mg/ℓ以下 0.0101mg/ℓ　　 0.0058mg/ℓ　　

基29 ブロモホルム 0.09mg/ℓ以下 0.0016mg/ℓ　　 0.0030mg/ℓ　　

基30 ホルムアルデヒド 0.08mg/ℓ以下 0.008mg/ℓ未満 0.008mg/ℓ未満

水
道
水
が
有
す
べ
き
性
状
に
関
連
す
る
項
目

基31 亜鉛及びその化合物 １mg/ℓ以下 0.10mg/ℓ未満 0.10mg/ℓ未満

基32 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/ℓ以下 0.012mg/ℓ　　 0.010mg/ℓ未満

基33 鉄及びその化合物 0.3mg/ℓ以下 0.030mg/ℓ未満 0.030mg/ℓ未満

基34 銅及びその化合物 １mg/ℓ以下 0.10mg/ℓ未満 0.10mg/ℓ未満

基35 ナトリウム及びその化合物 200mg/ℓ以下 21mg/ℓ　　 14mg/ℓ　　

基36 マンガン及びその化合物 0.05mg/ℓ以下 0.0015mg/ℓ　　 0.0010mg/ℓ未満

基37 塩化物イオン 200mg/ℓ以下 20.5mg/ℓ　　 13.3mg/ℓ　　

基38 カルシウム,マグネシウム等（硬度） 300mg/ℓ以下 78mg/ℓ　　 78mg/ℓ　　

基39 蒸発残留物 500mg/ℓ以下 175mg/ℓ　　 166mg/ℓ　　

基40 陰イオン界面活性剤 0.2mg/ℓ以下 0.02mg/ℓ未満 0.02mg/ℓ未満

基41 ジェオスミン 0.00001mg/ℓ以下 0.000001mg/ℓ未満 0.000001mg/ℓ未満

基42 ２－メチルイソボルネオール 0.00001mg/ℓ以下 0.000001mg/ℓ未満 0.000001mg/ℓ未満

基43 非イオン界面活性剤 0.02mg/ℓ以下 0.005mg/ℓ未満 0.005mg/ℓ未満

基44 フェノ－ル類 0.005mg/ℓ以下 0.0005mg/ℓ未満 0.0005mg/ℓ未満

基45 有機物（全有機炭素（TOC）の量） ３mg/ℓ以下 0.7mg/ℓ　　 0.4mg/ℓ　　

基46 ℓ値 5.8～8.6　　 7.9　　 8.1　　

基47 味 異常でないこと 異常なし 異常なし

基48 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし

基49 色度 ５度以下 0.5度未満 0.5度未満

基50 濁度 ２度以下 0.0度　　 0.0度　　

　5月31日に水道事業運営審議会の任期（2年）が満了となり、新たに下記の皆さんを委
員に委嘱しました。この審議会は、松戸市水道事業の健全経営の維持と開かれた事業運
営の推進を目指し、受益者代表ならびに学識経験者の皆さんから幅広く意見をお聴きす
る市長の諮問機関です。今後の審議会の開催は市のホームページ等でお知らせします。

　会　長　土岐　　寛（学識経験者）
　副会長　中澤　卓實（常盤平団地地区受益者代表）
　委　員　青木　武昭（常盤平地区受益者代表）　　 後藤　淳子（学識経験者）
　　　　　大塚　清一（小金地区受益者代表）　　　 土屋　晴行（学識経験者）
　　　　　川村　絹慧（学識経験者）　　　　　　　 松下　政明（新松戸地区受益者代表）

【50音順（委員）敬称略】

　水道料金のお支払いを口座振替にすると、銀行等の窓口に支払いに行く手間や、「うっ
かり納期を忘れた」ということもなくなります。お申し込みは、通帳、印鑑（届出印）、
検針票（お客様番号の分かるもの）をご持参の上、取引されている金融機関の窓口へお
申し込みください。なお、振替日は2カ月に1度、検針月の翌月28日です。

（問）お客様センター　☎383－2100　FAX 383－2104
　■ 所 在 地 …… 〒270-2261  松戸市常盤平3-26-2（常盤平浄水場内）
　■ 営業時間 …… 月～土曜日／午前8時30分～午後5時
　　　　　　　　　※日曜日・祝日・年末年始はお休みです。
　■ 業務内容 ……  検針業務・水道料金等・お支払い方法・お引越し等の届出・宅地内

での漏水

松戸市平成23年度水質検査結果（基準項目）

～水質検査について～
　水質検査は、皆さんに良質でおいしい水道水を提供するため、
常に水質基準に適合し、安全であることを確認していますので、
安心してご利用ください。

＊水道事業運営審議会委員を委嘱＊ ＊お支払いは便利な口座振替で＊


