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≪水道企業団ニュース≫

神奈川大学工学部交流会で広報活動
　昨年10月26日、
神奈川大学工学部
主催の交流会に招
かれ、企業団を含
む官公庁、民間企
業約50社が同工学
部の学生に対し広報活動を行いました。２・３
年生の学生が、どのような考えをもって就職活
動を行おうとしているのかなど、意見交換をし
ました。来年度の職員採用試験受験への動機
づけとなるよう当企業団の業務内容などを説
明しました。また工学部での研究テーマを、企
業団でどう活かせるかなどの質問に答えました。

献血推進功労者として表彰
　日本赤十字社神奈
川県支部で昨年11
月16日、神奈川県
献血推進功労者知事
表彰式が開催され、
企業団が平成27年
度献血功労推進者として表彰されました！
　献血推進功労者には、10年以上献血事業
にかかわり、継続して5年以上活動した団体
のうち 長く活躍している 団体が選ばれます。
　企業団では、神奈川県赤十字血液センター
の依頼により毎年1回程度献血事業に協力し
ています。

横浜市水道局と応急給水訓練を実施
　横浜市水道局（以下｢横水｣）
と締結している「災害時におけ
る応急給水の実施に関する協定
書」に基づき、昨年12月1日に
応急給水訓練を実施しました。
目的は、主に給水車への応急給水の対応が円滑にで
きるようにすることです。訓練は、市内広範囲で震
度6強以上の強い揺れを観測、広域的な断水が生じ
ている想定で行われました。企業団の訓練参加者に
加え、横水から18名、管工事組合から6名の計24
名が訓練に参加し、矢指調整池での給水訓練後、横
水の矢指配水池へ移動、給水車の説明や運転体験、
災害時の拠点となる施設の見学なども行いました。

　ダムに貯えられ、取水施設で取り入
れられた川の水（原水）は浄水場に送ら
れ、さまざまな工程を経て水道水へと
生まれ変わります。
　今回は神奈川県内広域水道企業団
（以下「企業団」）相模原浄水場を訪ね、
その仕組みや規模、また、安全・安心
な水道水をつくるための取り組みにつ
いてリポートします。参加してくれた
のは、横浜市立浅間台小学校4年1組・
2組の代表4名と家族のみなさんです。

特集

ついに水道水が誕生したよ！

企業団には相模川と酒匂川の水を処理する「伊勢原
浄水場（伊勢原市）」、「相模原浄水場（相模原市）」、「西
長沢浄水場（川崎市）、「綾瀬浄水場（綾瀬市）」の4つ
の浄水場があり、1日に合計203万㎥の水道水をつく
ることができます。災害時などには、2つの川の水
を相互に使える（相互融通）ようになっています。

水道の仕組みを知ろう❸

案内してくれた人
神奈川県内広域水道企業団
技術部 相模原浄水場 場長

西澤  実晃さん



西澤　相模原浄水場は1974（昭和49）年4月から給水
が始まりました。浄水場では川の水（原水）をきれいにし
て水道水に変えます。言わば飲み水の製造工場のような
ものですね。広さは22万9516㎡、東京ドームのおよそ5
倍です。

西澤　相模原浄水場の1日の浄水能力は52万7600㎥あ
ります。これをわかりやすく言うと東京ドームのおよそ半
分の容積です。

西澤　酒匂川の飯泉取水堰（小田原市）、相模川の相模大
堰（海老名市・厚木市）で取水された水です。飯泉取水堰
からはおよそ40km、約9時間かけて届きます。

≪水道企業団ニュース≫ ～安全・安心な水道用水の安定的な供給に向けて～企 業 団 N O W
野鳥観察会を開催
　昨年12月5日、
飯泉取水管理事
務所で野鳥観察
会を開催しまし
た。天気にも恵
まれ、昨年より
多くの方々にご
来場いただきま
した。来場者か
らは、野鳥の説
明を丁寧にしてもらい勉強になったという声
が多数ありました。来年も、たくさんの方の
お越しを心からお待ちしています。

北千葉広域水道企業団と情報交換
　昨年12月９日、
北千葉広域水道企
業団と、横浜市内
で情報交換を行い
ました。北千葉広
域水道企業団は、
当企業団同様の大
規模用水供給事業体であり、地理的にも近い
ため、情報交換の申し入れを行ったものです。
　双方、企業長ほか関係幹部職員が出席、そ
れぞれの事業運営に関する事項のほか、全国
水道企業団協議会関東地区協議会の災害協定
の見直しなどについて話し合いました。

三ツ境庁舎消防訓練実施
　昨年12月15日、防火意識及び防火体制の向上を
図ることを目的に消防訓練を実施しました。三ツ境
庁舎本館１階の食堂付近からの出火を想定し、通報、
避難、消火、救命の各訓練を行いました。訓練の立
会いをお願いした旭消防署今宿消防出張所長の講評
後、消火器の使い方、AEDの講習を実施しました。
市内の救急体制の現状、
救急車が災害現場に到着
する間の応急対応の大切
さなどを知り、AEDの操
作に慣れることの重要さ
などについて、認識をあ
らたにした訓練でした。

1相模原浄水場（相模原市南区
下溝2714）の建物はどこから

見ても「水」という文字に見えるよ
うデザインされている。

2相模川・酒匂川で取水された
原水が到着する「着水井

せい

」。安
全のため大きな蓋

ふ た

で覆
おおわ

われている。
3浄水場内では、「混和池」「フ

ロック形成池」「沈でん池」「急
速ろ過池」などを経て水道水がつく
られていく（イラスト参照）。

4災害時など、万一電気が止
まってしまったときに備え、

浄水場内に設置された発電設備。
電気が止まったことを感知し自動
的に作動する。

取水された川の水が、時間をかけて水道水へと変わっていく。暮らしに欠かせない大切な水を守る仕事が、毎日続いていく。

4年1組 4年2組
若林  葵

あお

雪
せ

さん 井関  檜
かい

さん 橋本  教
きょう　ご

吾さん 吉田  むつみさん

リポーター

相模原浄水場はいつごろできたのですか？

西澤　理科でろ過実験をしたことがありますか？あれと同じ
原理ですね。まず、凝集剤を混ぜて汚れのかたまりをつくり
ます。その後沈でん池やろ過池で汚れを取り除き、最後に
塩素で消毒します（イラスト参照）。塩素消毒は水道法で定
められていて、これをしないと水道水と呼べないんです。
水の汚れ具合を表すのに「濁

だ く

度
ど

」がありますが、厳しい基準
を設定して水道水をつくっています。

西澤　浄水場でつくられた水道水は、送水管や配水管を
通ってみなさんのところに届きます。水道水が止まったらた
くさんの人が困りますね。そういうことのないよういろいろ
な職種の人が総勢46人、24時間体制で働いています。
　安全で安心な水道水を届けるためには川がきれいでなく
てはなりません。皆さんも今日体験したことを生かして、川
を大切に、水道の役割をわすれないでほしいと思います。

1日にどのくらいの水道水をつくれますか？

水はどこから来るんですか？

どうやって水をきれいにするのですか？

何人の人が働いていますか？

東京ドームのおよそ5倍という広い相模原浄水場を取材した



　

5調整池に貯えられた水道水を
高架調整池などに送る送水ポ

ンプ設備。地下の調整池から高架調
整池まで約30mの高低差を一気に押
し上げる。

6高架調整池・PC調整池は、
それぞれ1万㎥の有効容量が

ある。ここに一旦貯えられた水道
水は構成団体を通じて各家庭など
に送られる。

7特別に取材させてもらった「管
理室」。安全な水を送り続ける

ため、24時間、365日、監視・制御を行っ
ている。

8質疑応答。西澤場長からパネ
ルや動画を使って水道の仕組

みの説明を受け、子どもたちが質問
をした。お父さん、お母さんからも
質問が出された。

取水された川の水が、時間をかけて水道水へと変わっていく。暮らしに欠かせない大切な水を守る仕事が、毎日続いていく。

企業団キャラクター
 「ウォービー」

相模原浄水場内の水質試験室。原水を始め浄水場内の各過程での水質が厳
しくチェックされている。企業団では国の基準より厳しい水質基準を設定
し、水道水の安全・安心に努めている

浄水場の仕組み

相模原浄水場では団体での見学を受け付けています。お問い合わせは☎042-778-3251まで

《子どもたちの感想》　
水道水をつくる仕組みがいっぱいあってとても面白かった。
水を大切にしなくちゃ、と感じました。
おいしい水をつくるためにたくさんの工夫があることが良く
わかりました。　
安心な水をつくるのは大変なことだとわかりました。川を大
切にしなくちゃ。
ダムに水を貯めるところから考えると、水道水ができるまで
にはとても長い時間がかかるんですね。　

《お父さんお母さんたちの感想》　
★あって当たり前と思っていた水道水。これからはしっかり考えて
　使います。
★浄水場は小学生のときの社会科見学以来。今回の方が勉強し
　たことが多かったように感じました。
★子ども以上に楽しみました。家族で話し合える話題ができて良
　かったです。

自然環境への配慮を知る　
　前号の特集を読ませていただきました。水
道事業の背景にさまざまな自然環境への配慮
があることを初めて知りました。今度、小学
生の子どもと行ってみようと思います。             

T.S（横浜市中区）

取水施設特集を読んで　「安心・安全な水」に感謝　
　相模大堰のような施設のおかげで安心・安全な水道水が飲め
ることを知りました。魚道やビオトープなど環境への配慮にも
感心しました　                                      H.K（横浜市神奈川区）

相模川の自然の中で散策を楽しむ　
　県立相模三川公園（海老名市）を子ども3人と散策。整備され
た園内を楽しみました。                                 H.K（座間市）

（浄水池・調整池）

（塩素混和池）
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読者からのおたより

混和池：濁りの成分（細かい土など）が混じった原水に凝集剤を入れて混ぜる／フロック形成池：凝集剤で濁りの成分をかたまり（フロック）にし、沈みやすくする／
沈でん池：フロックを沈めて取り除く。取り除いたフロックは「排水処理施設」へ送られる／急速ろ過池：まだ残っている小さなフロックを砂の層でろ過して取り除く
／塩素混和池：汚れを取り除いた水に塩素を入れて消毒。水道水が誕生する／浄水池・調整池：水道水はいったん貯められた後、構成団体を通じて各家庭などに送られる

何人の人が働いていますか？

みずき便りの読者プレゼントにもなっている企業団オリジナルの「や
まなみ五湖のブレンド水」は相模原浄水場でつくられた水道水が原料。
試飲した子どもたちの感想は「おいしい」「甘い感じがする」と好評



　

神奈川県内広域水道企業団パートナーから　かながわ水道News
神奈川県企業庁

現在登録受付中！
水道フレンズになろうよ♪

　 お客さまと県営水
道が友達のように交流
することで、お客さま
の疑問、日頃の不安を
解消し、これからの水
道を一緒に考えません
か？ 県営水道フレン
ズの活動は水道の事を  
全く知らなくても楽しんでいただける内容になってい
ます♪
　普段の見学ルートよりもさらに充実させた浄水場見
学ができる水道フレンズ交流会は、参加者の皆さまに大
好評！ 水道に関する配信メールやアンケート調査等、
一年を通して様々な活動があります。水道フレンズ限
定グッズがもらえるチャンスも！ ぜひホームページ内
応募フォームよ りご応募ください♪　

浄水場見学はいつも大好評！

県営水道キャラクター
 カッピー

横浜市水道局

「災害時給水所」
新デザイン標識が決定しました。

　横浜市水道局では、
発災時に市民の皆さま
が飲料水を確保できる
施 設 として、災 害 用 地
下給水タンク等の「災
害時給水所」を市内全
域 に 整 備 しています。
このたび、認 知 度 向 上
を目的とし、「災害時給
水所」の新しい標識デ
ザインをお客さまの投票により決定しました。
　新デザイン標識は、「災害時給水所」の目印として、平成28
年度から災害用地下給水タンクなどに順次設置していきま
す。また発災時に給水を行っていることを知らせる「のぼり」
や災害用パンフレット等、様々な広報媒体にも使用し、お客
さまに「災害時給水所」の存在を広く周知していきます。

横浜市水道局キャラクター 　
　　  はまピョン

お客さまの投票によって選ばれた新デザイン標識

川崎市上下水道局

川崎市上下水道局の
施設再構築事業が完成します

　川崎市上下水道局では、
将来の的確な需要予測に基
づく給水能力（水道水をつく
ることができる量）の見直し

（ダウンサイジング）と老朽
化対策、耐震性の強化を目的とした施設の再構築を実
施しています。
　これまで、潮見台浄水場・生田浄水場を廃止して長
沢浄水場に機能集約する浄水場の統廃合や、工業用水
用調整池の整備、基幹施設の更新及び耐震化を進めて
きましたが、平成28年3月末にすべての施設再構築が
完成することになりました。今回の施設再構築により、
川崎市全体の給水能力は平成18年比で989,900m³/日か
ら758,200m³/日に、浄水施設耐震化率は100％になり、
安全安定給水を確保した上で適正な事業規模へと生ま
れ変わります。

長沢浄水場完成イメージ図

川崎市上下水道局
キャラクター 
ウォータン

横須賀市上下水道局

新しいパンフレットが出来ました
「水〜暮らしを支える水道・下水道〜」

　横須賀市では、一般
用と小学生学習支援
用の２種類のパンフ
レットを従来発行し
ていましたが、 若 い
世代向けパンフレッ
トを作成しました。
　若い目線とデザイ
ン力を活用するため、採用2年目の職員が企画し、作っ
たパンフレットです。もちろん中学生の職業体験や高
校生などが対象のインターンシップにも対応できる内
容です。このパンフレットを見て上下水道局の業務を
理解していただければと思っています。
　パンフレットは横須賀市上下水道局ホームページか
らダウンロードできます。
　是非皆さんご覧ください。

横須賀上下水道
イメージキャラクター  

アクアン

パンフレット「水〜市民の暮らしを支える
水道・下水道〜」
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三保ダムと宮ヶ瀬ダ
ムに貯めた水を浄水
処理し、構成団体を
通じて、利用者の皆
様に、安全で安心な
水道水を供給してい
る「特別地方公共団
体」です。

神奈川県内広域水道企業団とは編集後記
　みずき便り第２２号が完成しました。今回の特集は、前号での
社家取水管理事務所（取水）に引き続き、相模原浄水場（浄水）を取
り上げることとし、４名の小学生にリポートをお願いしました。
　本号では酒匂川と相模川で取水された水が導水管を通じて浄
水場に送られた後、浄水処理を経て水道水になる工程を紹介し
ましたが、次号以降も、水の大切さや水道事業について、みな
さんの理解を深めていただけるよう努めていきたいと思います
ので、引き続きよろしくお願いします。（総務・広報グループ）

発行／平成28年2月 神奈川県内広域水道企業団
〒241-8525 神奈川県横浜市旭区矢指町1194番地

TEL.045-363-1111（代表）　FAX.045-363-1121
http://www.kwsa.or.jp

「みずき便り」読者の中から、抽選で5名の方に企業団オリジナルの「やまなみ五湖のブレンド水」340mℓ缶1ケー
ス（24本入）をプレゼントします。ご希望の方はハガキ、FAXまたはメールで、住所／氏名／電話番号／年齢／職
業を明記の上、下記までお寄せください。その際、今号の内容へのご意見・ご感想も忘れずにお願いいたします。
応募締め切り：3月22日（火）必着  ※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます
応募先：〒231-8445  横浜市中区太田町2-23神奈川新聞社クロスメディア営業局内「やまなみ五湖の
　　　   ブレンド水プレゼント」係　FAX.045-227-0765　kokoku@kanagawa-np.co.jp
●プレゼントに関するお問い合わせは ☎045-227-0804 までお願いいたします。

プレゼント
コーナー

平成26（2014）年度 決算の概要
■構成団体への供給水量
1「年間総供給水量」　528,749,430立方メートル
　（東京ドーム約427杯分）構成団体全給水量の52.2％
2「１日平均供給水量」　1,448,629立方メートル

　■重点施策「安全」「防災」「環境」を
柱とした事業運営

1「安全」
　安定した供給体制を持続させるための施策
●施設老朽化対策の着実な実施
・伊勢原浄水場活性炭注入設備更新工事や西長沢浄
水場排水処理設備脱水機修繕工事を実施
●管路保全対策の着実な実施
・内径1200ミリメートル送水管（西長沢系）電気防食装
置設置工事（その２）を実施
●品質向上に向けた水質管理の強化
・総トリハロメタン濃度・浄水アルミニウム低減化対策等
の継続的な取り組みを実施

2「防災」
　災害に強い用水供給システムを実現するための施策
●地震対策の推進
・平成25年度に引き続き淵野辺調整池の耐震補強工事
を行うとともに、新たに社家ポンプ場沈砂池及び調圧
水槽、相模原浄水場浄水池、小雀調整池、朝比奈調
整池並びにいぶき野ポンプ場の耐震補強工事を実施
●危機管理対策の充実
・停電時においても継続した供給体制が維持出来るよう、
確実な電源確保を可能とするため、伊勢原浄水場及び
西長沢浄水場の非常用発電設備の更新工事を実施

3「環境」
　環境に配慮した用水供給システムを実現するための施策
●再生可能エネルギーの導入
・更なる再生可能エネルギーの導入を進めるため、田浦
及び木古庭の給水地点に太陽光発電装置を設置 ※詳しくは下記神奈川県内広域水道企業団のホームページをご参照ください

水道水の生産に関する収入支出
収益的収支（消費税込み数値）

施設の建設・改良に関する収入支出
資本的収支（消費税込み数値）

「水あれこれトーク」は今回休載します。




