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この印刷物に使用している用紙
は、森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。
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●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。

森の恵みをあなたのもとへ

神奈川県営水道
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各種お問い合わせ

かながわの水がめの
貯水状況

SUMMER
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クロスワードパズル

平成２4年度「水のある風景」写真コンテスト入賞作品（撮影：住村清治さん）

神奈川県ホームページ上の「かなチャンＴＶ」内に、
企業庁の広報映像が見られる「みてみて企業庁
ch」を開設していますので、ぜひご覧ください。

カッピーとダムエレキくん（ダム・発電のキャラクター）のＬＩＮＥスタンプを 
好評発売中です。下記URLよりご購入ください。
https://store.line.me/stickershop/product/1409533/ja
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ヨコのカギ
1 布や紙などで作り、主に竿に付けて掲げる

もの、「○○を揚げる」、「○○振り」
2  十干と十二支とを組み合わせたもの、

今年は丁酉
4  口の中の物を飲み下すこと
5  箱根町にある湖
7 願いがかなったお礼に社寺などに参拝すること

はがきのあて名面の裏に①クイズのこ
たえ、②郵便番号、③住所、④氏名、⑤
年齢（10代、20代等と記載してくだ
さい。）、⑥電話番号、⑦広報紙で一番
興味を持った記事をご記入の上、次の
あて先へお送りください。※回答者の
中から、抽選で30名様に県営水道水缶
「箱根湧水 水土野(みどの)の水 水ノ
ススメ。」（１箱24本入り）を、20名様
に県営水道オリジナルグッズをプレゼン
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「ツナガ
ルダム」でした。2,316通ものご応募
をいただきありがとうございます。

タテのカギ
1 雪・月・花の形にして炒り上げ、味をつけたあられ
2  塩水をたたえる湖、死海が有名
3 河を渡ること
4  藤沢市にある湘南海岸から相模湾へと

突き出た陸繋島
6  自己の乱れた衣服や姿勢を整えること、

「○○を正す」

応募方法

平成29年9月11日（月）
（当日消印有効）

あて先

〒231－8588（住所は省略できます。）

県企業庁経営課管理広報グループ 
プレゼントコーナー係
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PRESENT!

クロスワードを全部解いてください。
次にＡからＥの文字を順に並べてできる言葉を答えてご応募ください。

180
cm

最大口径

み らいのために、いまできる
ことを、１歩ずつ。そんな思
いで、県営水道は水道管の

リニューアルを進めています。
　求められるのは、高い耐震性、長寿
命…すべては安心安全で良質な水をい
つでもお届けするために必要なこと。
　災害時にも「あたりまえ」のようにじゃ
口から水が出る、そのために県営水道は
経営計画で目標を定め、水道施設の耐
震化に取り組んでいます。今号では、大
口径水道管の耐震化にスポットをあて、
工法や効果についてご紹介します。

災害時の拠点になる場所への
水道管の耐震化を
優先しています

　浄水場で作られた水道水は、一旦
配水池に貯められて、各家庭に送られ

ます。水道管の耐震化を進めるにあ
たり、優先順位を決めて工事を行って
います。最も優先しているのは、県営
水道給水区域内に9か所ある災害拠
点病院につながる水道管で、平成30
年度（2018）までに耐震化の完了を
目指しています。さらに、浄水場と配
水池をつなぐ基幹的な水道管につい
ても配水池までの水道水の送水が止
まってしまうと、広範囲にわたって断
水被害をもたらすため、病院と並んで
優先的に工事を行っています。

「旧管」の中に「新管」! 
 特別な工法

　水道管の具体的な交換方法として
皆さんがイメージするのは道路を掘
り返して交換する方法だと思います
が、それとは違う「パイプインパイプ工
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暮らしをうるおす県営水道

水道施設課
管路整備センター

神奈川の水守り人
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3面
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主
な
内
容

 震災でも外れなかった「耐震継手管」
 ご家庭でできる災害対策
 お客さま意識調査・事業所調査の結果
 宅地内老朽給水管の取替えのおすすめ
 水道100歳時代

 プレゼントコーナー

に入り接合し、古い管と新しい管のす
きまに特殊なコンクリートを流し込み
ます。 　
　この工法では、道路に既設埋設物が
多く、新たな敷設スペースが無い場所
であっても少ない掘削箇所で工事が
進められ、交通量の多いところでも短
い期間で水道管を交換できます。一方
で、人が中に入って作業をするため、
古い管を断水させなければならないこ
とから、水道水の送水ルートを変更す
るなどの対応をする必要があります。

水道管には様々な種類や大きさが
あります。家庭のじゃ口につながる
水道管は25ｍｍ程の口径ですが、
県営水道では最大180cmと大人が
立って歩ける程の大きな水道管を管
理しています。管理している水道管
の総延長は9,200kmにも及び、こ
れは直線距離にすると横浜からアメ
リカのグランドキャニオンにまで届く
程の長さになります。

 もっともっと
地震に強い
県営水道へ
いつも、いつまでも、
安心の水をお届けするために
水道管のリニューアルを
進めています。

法」という方法があります。この工法
の特徴は、口径の大きな
水道管の更新の
際に、古い管を
残したままその
中に一回り小さ
な管を入れてし
まうという点にあり
ます。交換したい箇所の近くに縦穴を
掘り、古い管の中に新しい管を挿し込
んでいきます。そして作業員が管の中

企業庁のホームページ 神奈川県モバイルサイト「かなぽけっと」神奈川県営水道のページ 神奈川 企業庁  かなぽけっと 水道検索 検索

道路など地面から水が出ているのを発見したときは、
お近くの水道営業所までご連絡ください。

〒231-8588（住所は省略できます。） 
県企業庁総務室「お客さまの声」係へ
FAX 045-210-8900

相模原水道営業所 ☎ 042-755-1132

相模原南水道営業所 ☎ 042-745-1111

津久井水道営業所 ☎ 042-784-4822

鎌倉水道営業所 ☎ 0467-22-6200

藤沢水道営業所 ☎ 0466-27-1211

茅ヶ崎水道営業所 ☎ 0467-52-6151

平塚水道営業所 ☎ 0463-22-2711

厚木水道営業所 ☎ 046-224-1111

海老名水道営業所 ☎ 046-234-4111

大和水道営業所 ☎ 046-261-3256

箱根水道センター ☎ 0460-82-4306

水道営業所

県営水道給水区域内の引越し手続き（転出、転入、
口座振替・クレジットカード払いの継続）が一度で
完了します。（水道の使用開始・休止、一般的なお
問合せなど）

ナビダイヤル ☎ 0570-005959

0570-014032

受付：月～土曜日/午前８時３０分～午後７時
※日曜・祝日及び年末年始（12/29～1/3）を除く

※ナビダイヤル・ＦＡＸナビダイヤルでの
　通話は、通話料金がかかります。

お引越しが
決まったら、
必ず連絡を
ください！

FAX
（FAXナビダイヤル）

漏水の通報に
ご協力ください

神奈川県営水道
お客さまコールセンター

県営水道へのご意見、
ご要望をお寄せください

詳細は、ホームページをご覧ください。
 県営水道 コールセンター

 神奈川 お客さまの声

検索

検索
ホームページでも受付けています

水道管の水漏れの調査を民間委託しています。調査
員は、腕章を着用し顔写真入りの業務委託従事者証
明書を携行しており、調査に関しお客さまに費用を
請求することはありません。ご不審な点がありました
ら、お近くの水道営業所へお問い合わせください。

道路などの漏水調査

県企業庁経営課管理広報グループ
TEL  045-210-7215 へ
お問い合わせください。

紙面に記載している問合せ先のほか
広報紙『さがみの水』に関する
お問い合わせは

　相模川上流域の今年１月から７月
までの雨量は平年の半分程度とい
う状況になり、特に、梅雨期の雨量
は昭和40年の観測開始以来最少レ
ベルでした。
　水は限りある資源です。大切に使
いましょう。
　かながわの水がめである相模川
水系と酒匂川水系の貯水状況は、企
業庁ウェブサイトで毎日更新してい
ますので、ご覧になってください。

 かながわの水がめ 検索

新管

旧管




