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特集1　県営水道の地震対策
 …………………………………2面
特集2　安全です　県営水道の水道水
 …………………………………3面
●水道メータ（量水器）の取替えにご協力を ……4面
●悪質な業者や詐欺にご注意ください …………4面

水と暮らしのセミナー水と暮らしのセミナー
水回りのメンテナンス
おフロやトイレ、正しいお手入れを学びます。
■ 日　時／ 11月18日（水）
 午後1時30分～午後3時30分
■ 会　場／県平塚合同庁舎（最寄駅：JR平塚駅）

水と健康
水を効果的に摂って、いつでも健康的に！
■ 日　時／ 11月20日（金）
 午後1時30分～午後3時30分
■ 会　場／相模原市立産業会館（最寄駅：JR相模原駅）

■ 対　象／県営水道の給水区域に在住・在勤・在学の方
■ 人　数／各回　約50名（先着）
■ 申込方法／「ご希望の講座名（日にち）」「お名前」「住

所」「人数」「連絡先（電話）」をご記入の上、
はがき、FAX又は県営水道ホームページからお
申し込みください。

■ お問合せ／県企業庁企画広報室　
 TEL 045-210-7027　FAX 045-210-8900
 〒231-8588　横浜市中区日本大通１

秋のイベント秋のイベント秋のイベント

県営水道に関するお問合わせは
県営水道お客さまコールセンター
をご利用ください

0570-005959（ナビダイヤル：ナビダイヤルをご利用できない場合 0466-53-1011）
水道の使用開始・休止、一般的なお問合せなど　受付：平日／午前8時30分～午後7時　土曜日／午前8時30分～午後5時
コールセンターへのお電話なら、県営水道給水区域内の引越手続き（転出・転入・口座振替の継続）が一度で完了します。

10月3日（土）・4日（日）9時30分～16時

水と遊ぼう！ みんなで楽しむ水道記念館
「ミニ水族館」「石のペイント」「クラフト教室」 ＊費用無料 ＊当日受付

  ◇問合せ先／（財）神奈川県企業庁サービス協会　TEL042－768－0223

水道記念館

受講者募集

水道モニタースタート
　応募いただいた250名の中から100名の方に水道モ
ニターをお願いし、7月22日に体験参加モニターの依頼
状交付式と第1回水道モニター会議を開催しました。
　水道モニターの方々の活動は、今後HPで順次ご報
告します。

　http：//www.pref.kanagawa.jp/osirase/
　kigyosomu/suidou-monitortop.htm

平成21年度

　植物や木の実などを使って、オリジナルのリースを作ります。
　＊小学生以上対象（未就学児の方は保護者付き添い） ＊費用無料  ＊当日受付 ＊定員入替制

11月23日（月・祝）12時～15時　  クリスマスリースを作ろう！

　塩ビの水道管で作ったオリジナル楽器を紹介。また、「COLORFUL (カラフル) 」（2008年第5回
クラリネットアンサンブルコンクール第1位受賞）の皆さんをお迎えして、すてきなミニライブをお楽しみ
いただけます。　＊時間や内容は、変更する場合もあります。 ＊入場無料

10月24日（土）12時～15時　  水道記念館　秋の音楽祭

　JR横浜線・京王線橋本駅に集合～城山ダム～津久井湖記念館～（昼食）～相模原市立相模
川ふれあい科学館
＊県営水道給水区域内に在住・在勤・在学の大人対象 ＊参加費無料 ＊定員40名
＊応募方法：はがき又はFAXで、参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号を記入の上、水道記
念館まで。

10月7日（水）8時30分～16時30分   水道施設見学会 参加者募集中！ 9月11日（金）締切

◇問合せ先／水道記念館 TEL 0467－74－3478  FAX 0467－75－3581 
　ただし、月曜日（祝祭日の場合、翌平日）は休館
　〒253-0106 寒川町宮山4001　◇交通／JR相模線寒川駅または宮山駅下車徒歩約10分

平成20年度 水のある風景写真コンテスト入賞作品
「晩秋の丹沢湖」平塚市　伊藤良一さん（撮影地：丹沢湖 中川焼津付近）

いずみちゃんしんちゃん

アクアくん

カッピー

【編集・発行】 神奈川県企業庁　〒231-8588　横浜市中区日本大通1　電話（045）210-7025　http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kigyosomu/index-a.htm
広報紙「さがみの水」は、新聞折り込みでお届けしていますが、水道営業所、県営水道給水区域内の市町の窓口や郵便局などにも置いてあります。
●個人情報の保護について／ご応募いただきました個人情報は厳重に管理し、応募者の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。
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水道メータ（量水器）の取替えにご協力を
  水道メータ（量水器）は、計量法により有効期限が8年間と定められていますので、有効期限が近づいたメータは取替えをさせて
いただきます。対象となるお客さまには、事前に各水道営業所から「水道メータ取替予定のお知らせ」を配布しますので、ご協力を
お願いします。 

・ 費用は県営水道の負担で実施します。
・ 県営水道が委託した業者が取替工事に伺います。
・ 県営水道が発行した顔写真入りの業務委託証明書を携えています。

・ 作業時間は、10分程度ですが、その間は水道が使用できません。
・ お客さまがご不在であっても、作業させていただくことがあります。
・ ご在宅で立ち会っていただける場合は指針の確認をしていただければ幸いです。
・ 作業終了後には「水道メータ取替完了のお知らせ」をお渡しします。お客さまがご不在の場合は、ポ
ストなどに入れさせていただきます。
・ 作業終了後、じゃ口から空気や濁り水が多少出ることがありますので、水を流してからご使用ください。

取替えについて

ご協力いただく
内　容

悪質な業者や詐欺にご注意ください
県営水道では、宅地内の漏水修理工事は行っておりませんので、
お客さまに工事代金を請求することはありません。

水道メータを検針したときに、使用水量や料金を記載した「上下水
道使用量のお知らせ」をお渡ししますが、このお知らせによりその
場で料金をいただくことはありません。

被害にあわないためには･･･
●水道管の修理は県営水道の指定を受けた
　指定給水装置工事事業者へ
指定給水装置工事事業者は県営水道ホームページに掲載してい
ます。ホームページをご覧になれない場合は、神奈川県営水道
お客さまコールセンターへお問い合わせください。
●修理する前に必ず確認を
工事内容について十分な説明を受け、後で高額な請求をされない
ために見積書をもらうことをお勧めします。

水道局から漏水修理工事を依頼された
と称し、高額な代金を請求され、支払っ
てしまった！

「水漏れ修理　基本料金3,000円～」などの
チラシを見て、低料金で済むと思って修理を依
頼すると、思いがけない高額な料金を請求する
業者がいます。

業者にじゃ口の水漏れの修理を頼んだ
ら、思いもよらない高額な費用を請求
されてしまった！

水道局を名乗る人から、「上下水道使
用量のお知らせ」に書かれた金額をす
ぐに支払うように言われた！

企業庁から業務を受託した者は業務委託証明書を提示します。
ご不審に思われた場合は、神奈川県営水道お客さまコールセンターへお問い合わせください。

お問合せはこちらへ

神奈川県営水道お客さまコールセンター
（水道の使用開始・休止、一般的なお問合せなど）

電話0570－005959（ナビダイヤル）
ナビダイヤルをご利用できない場合　電話0466-53-1011

＜受付＞平日／午前8時30分～午後7時　土曜日／午前8時30分～午後5時

県営水道への
ご意見、ご要望を
お寄せください

はがき／〒231-8588（住所は省略できます。）
電　話／045-210-7027 
FAX／045-210-8900

あて先

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kigyosomu/index.htm

お寄せいただいた内容を今後の業務に活かしながら
お客さまに親しまれる県営水道を目指してまいります。

県企業庁企画広報室「お客さまの声」係へ    ホームページでも受け付けています。

水道週間イベントのご参加
ありがとうございました
　6月1日～６日の水道週間キャンペー
ンに6,056人、7日の浄水場施設開放
には寒川浄水場356人、谷ケ原浄水
場315人、城山ソーラーガーデン246人
の方にご参加いただきました。ありがと
うございました。

6月7日  寒川浄水場

ペットボトル水
「さがみの水」
県営水道の水のおいしさを
ぜひお試しください。

水道営業所販売価格
平成21年9月1日（火）から
1箱2,160円（500ml、24本入り）
で販売します。

お問合せ／県企業庁企画広報室
　 TEL045-210-7027

※災害用の飲料水としても、ぜひご活用ください。
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 1 ２時、３時、○○。
 3 いろいろな形の輪をつないだり外したりす

る。○○の輪。
 5 水と暮らしの○○○○。（１面）
 7 筋肉が張って固くなること。肩○○。
 8 夏から秋にかけてリーンリーンと鳴きます。
 10 頭と胴体をつないでいます。
 11 昨日、○○○、明日。
 13 やり方の要領。
 15 めぐりあわせ。幸運。
 16 たんすや机から出して使う箱。
 17 秋が旬です。サツマ○○。
 18 頭の中にあり、神経が集まっています。
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 1 これに勝つと本選（決勝戦）に出場
できます。

 2 派手の反対。
 3 乳製品。写真撮影で言う言葉。
 4 列を作って食べ物を巣に運びます。
 6 ナスの別名。
 7 調味料。塩のとなりにおいてあっ

たり、塩と混ぜて売られているも
のもあります。

 9 期限が無いこと。
 10 スニーカーを履くときに結びます。
 12 健康を保つために、体を動かすこと。
 14 右の反対。

1 2 3

10

4

5 6 7

8 9

14

11 12

13 15

16

17 18

＜解き方＞
クロスワードを全部解いてください。次にAからFの文
字を順に並べると、一つの言葉ができます。それが答え
です。

＜応募方法＞
はがきに、クイズの答え、住所、氏名、年齢（10代、20
代等と記載してください。）電話番号、広報紙「さがみの
水」や水道事業へのご意見ご感想をご記入の上、下記
のあて先へお送りください。

＜あて先＞
〒231－8588（住所は省略できます。）
県企業庁企画広報室　プレゼントクイズ係

＜締　切＞
平成21年9月11日（金）（当日消印有効）
※正解者の中から、30名様にペットボトル水「さがみの水」（1箱24本入り）、
20名様に県立相模原公園－かながわグリーンハウス入場券と花の苗（かなが
わグリーンハウスで引換）のセットをプレゼントいたします。なお、当選者の発表
は、商品の発送をもってかえさせていただきます。前号（6月号）の答えは「キャ
ンペーン」でした。1,894通ものご応募をいただきありがとうございました。


