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水の再生って
どういうこと？
水循環を考える

水源の森、貯水、取水、浄水と辿ってきた「水
道の仕組みを知ろう」シリーズ。最後は横浜市環
境創造局「神奈川水再生センター」を訪ね、下水
道の役割、水再生の仕組みを学びます。
私たちが利用した水は川や海に返り、蒸発し、
雨になり、森にたくわえられ、川から再び水道
水として私たちのところに戻ってきます。この
大きな「水循環」の中で、大切な役割を果してい
るのが下水道です。今回取材に参加してくれた
のは、横浜市立峯小学校（保土ケ谷区）の4年1組
と2組の代表とその家族の皆さんです。
案内してくれた人

横浜市環境創造局下水道施設部 神奈川水再生センター
センター長

担当係長

下水道水質課

松本 信幸さん

小嶋 正人さん

木下 直樹さん

まずは下水道の概略を学ぶ

水源の森

神奈川
水再生センター

峯小学校

青はみずき便りでご紹介したところ

「水道水の仕組みを知ろう」で紹介してきた施
設と、
「神奈川水再生センター」の位置

神奈川水再生センター

≪水道企業団ニュース≫

みずきフェスタ２０１６秋を開催
昨年11月26日、
当企業団の飯泉取
水 管 理 事 務 所（小
田原市）で「みずき
フェスタ2016秋」
を 開 催 しました。
当日は、施設の
見学ツアーを実施し、浄水場とは異なる取水管
理事務所の役割について紹介しました。また、
飯泉取水管理事務所の堰周辺には野鳥が多く
飛来することから、野鳥観察会、野鳥ミニ講演
会、野鳥の巣箱作り体験（写真）などを行い、多
くの家族連れでにぎわいました。

水道に関する全国会議に出席
昨年11月９日に
開催された日本水
道協会主催の「平成
28年 度 全 国 会 議
（第89回 総 会・ 水
道研究発表会）
」に
参加いたしました。
「全国会議」では全国の水道事業者が一同に会
し、それぞれが抱える課題などについて意見
交換や研究発表を行います。当企業団からは、
総会に土井副企業長、佐藤水道技術管理者を
含む３名が出席し、水道研究発表会では職員
３名が研究発表を行いました。

第２３回企業団研究発表会を開催
2月16日に企
業団研究発表会
を行いました。
これは、日頃の
業務や研究の成
果 を 発 表 して、
水道事業の知識
を深め、組織を
活性化することを目的として毎年開催しています。
今年度は、昨年度よりも多い18名の職員が発表を
行いました。このうち特に優れたものを来年度の
「全
国会議（総会・水道研究発表会）
」へ推薦し全国の水
道事業体に向けて発表します。

水再生センターの役割はなんですか？
松本 「水再生センター」は、
「下水管」、
「汚泥資源化セン
（※）などと同じ下水道の仕組みの一つです。
水再生セ
ター」
ンターの役割は、
生活排水（水洗トイレ、
風呂、
炊事・洗濯など
で使われた汚水）をきれいにし、
川や海に戻すことです。

リポーター
横浜市立峯小学校4年1組

はるか

川端 雄太さん

下水道はなぜ必要なのですか？
松本 雨水をスムーズに排水することで建物などへの浸水
を防ぎ、生活排水を直接川や海に流さず下水として処理す
ることで衛生的な暮らしができます。また、利用した水をき
れいにしてから川や海に戻し自然環境を守っています。 道
路の散水などに再利用もしています。

水再生センターでは1日にどのくらいの水
をきれいにしているんですか？
松本 横浜市の人口は約373万人、神奈川水再生セン
ターではその7分の1、およそ55万 人の人が 利 用した水
を 処 理 しています。 量 でいうと1日 約24万m 3、これは
25mプール670杯分に当たります。 雨の日にはぐんと増
えて、この4倍の水を処理しています。

横浜市立峯小学校4年2組

宮﨑 悠さん

ゆめ か

大林 夢夏さん

下水が到着するのにどのくらいかかりますか？
松本 下水管は少し傾斜していて、下水が自然に流れるよ
うになっています。 その速度はおよそ人が歩く速さと同じ。
峯 小 学 校はここから4.5kmほど離 れていますから、みなさ
んがトイレや洗面所に流したものが約1時間で到着します。

どのくらいの広さがあるんですか？
松本 神奈川水再生センターは横浜市内の11の水再生セ
ンターの中で一番たくさんの下水を処理しています。 敷地
面積は１０万３，
０００m 2、みなさんの峯小学校の10倍の面
積です。 運 転を開 始したのは１９７８（昭 和５３）年３月で、
44人が働いています。下水道は大切なライフラインですから、
24時間、365日休むことなく運転しています。

※汚泥資源化センター：汚泥とは下水に含まれる汚れを沈でんさせてできたかたまりのこと。汚泥資源化センターではこれを燃料などに再生している
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→沈んだ汚泥は汚泥資源化センターへ

全ての設備を制御する中央操作室

私たちが利用した生活排水をきれいな水に再生して、再び川や
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沈砂池・ポンプ施設：到着し
た下水は大きなゴミを取り
除かれ、ポンプで最初沈でん池に
送られる。

企

業
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最終沈でん池：活性汚泥は集
最初沈でん池：下水の中の浮
反応タンク：有機物・リン・
まりゆっくり沈み、うわ水は
遊物をゆっくり沈でんさせ、
窒素などの成分は活性汚泥
うわ水を反応タンクに、沈んだ汚泥 （微生物の塊）の餌になり、取り除 消毒施設へ。活性汚泥は反応タン
クに戻される。
は汚泥資源化センターへ送られる。 かれる。

団

全国水道企業団協議会
中部地区協議会が西長沢浄水場を視察
昨 年10月28日 に 東
海北信越地方の水道企
業団で構成される全国
水道企業団協議会中部
地区協議会が当企業団
の西長沢浄水場を視察しました。全国水道企業
団協議会とは、広域水道の普及とその健全な発
達を目指す組織（全国にある企業団の連携を図
るための組織）で当企業団もその一員です。視
察では、当企業団の特徴の一つとなっている、
長距離の導水にともなう時間を活用した粉末活
性炭による浄水技術に驚かれていました。

N O W

～安全・安心な水道用水の安定的な供給に向けて～

阪神水道企業団とその構成市が
広域水質管理センターを訪問
1月24日、 阪 神 水
道企業団とその構成市
（神 戸 市、尼 崎 市、西
宮市、芦屋市）が水質
検査体制の最適化に関
する調査のため、当企業団の広域水質管理セ
ンターを訪れました。広域水質管理センター
は従来の水質管理センターを改称、当企業団
と構成団体がそれぞれ行っていた水源の水質
検査を一元化し、水源水質事故に迅速に対応
できる体制としています。当日は、体制一元
化の先行事例としての経験をお話ししました。

神奈川県内広域水道協議会講演会を開催
2月３日、当企業団と構成団体で組織する神奈川
県内広域水道協議会で講演会を行いました。今回
は、独立行政法人水資源機構の熊谷和哉氏を講師
に「水道事業の現在位置と将来～今後の水道事業者
と用水供給事業者の連携～」と題し、人口減少社会
に伴う料金収入減少の課題等について講演してい
ただきました。こ
のような機会を通
じて、当企業団と
構成団体の間で課
題を共有し、今後
の事業運営に活か
していきます。

身近な生活から水環境を守ろう
横浜国立大学 先端科学高等研究院
水質試験室で水がきれいになるプロ
セスを学ぶ

反応タンク内で大活躍する微生物の例。
左がアスピディスカ、右はクマムシ

水はどのくらいきれいになるんですか？
松本 海や川の生物が普通に暮らせることが目標です。 み
なさんは「水循環」という言葉を知っていますか？ 雨が川に
なって海に注ぎ、蒸発して大気に含まれ、また雨となって降
り注ぐ…。この終わらない旅の途中で私たちは水を利用し
ています。 だから、なるべくきれいな、自然に近い状態で、
また海や川に戻しています。

私 たちはどんなことに 気 をつけ
ればいいでしょうか？
松本 みなさんが流す生活排水
がきれいなほど、処 理 にかかる
時 間やお金が 少なくすみます。
例えば、
20mℓの食用油を流すと、
魚が棲 める状態になるのに風呂
桶20杯（6000ℓ）の水が必要で
す。 みなさんのちょっとした気づ
かいが自然を守り、きれいな水の
再生につながり、それがまた私た
ちのところに返って来るのだとい 地下20mの沈砂池から巨大なポ
うことを忘れないでくださいね。 ンプやパイプで下水を汲み上げる
す

海に戻すことが役割なんだ。

藤江 幸一教授
私たちの生活に欠かせない水道水はさまざま
なところで使われています。 料理や飲み水はも
ちろんですが、水と一緒に洗剤を使う機会も多く、排水にはBOD
と呼ばれる有機汚濁物質や窒素、リンが含まれているため、その
まま川に流すと水質を汚染し、川の水の臭いと色をドブ川のよう
に変えてしまいます。川にいる植物プランクトン(微生物)は、
窒素、
リンを使って光合成を行い生き物に必要な酸素をつくってくれます
が、植物プランクトンが増えすぎると、それが死んだ時にはその
分解に大量の酸素が使われるため、食べ残しや洗剤などのＢＯＤ
を流したときと同じような水質汚染が起こってしまいます。
こうした水質汚染を防ぐため、水再生センターでは薬品や施設
を動かすための電気を使って排水からＢＯＤ、窒素、リンを除去し
た上で川に戻しています。 皆さんの毎日の生活の中で、「食べ残
しやジュースの飲み残しをせず、調理器具や食器のひどい汚れは
紙でふき取ってから洗う」
「石鹸やシャンプーを余分に使わない」
「洗濯の回数を減らし洗剤を使いすぎない」などを実行して、水
再生センターへの負担を減らすことで薬品や電力の消費が減り、
河川に流入するＢＯＤ、窒素、リンも減らすことができます。
再生された水が河川を通って海に戻り、やがて蒸発して雨とな
り水源地に降り注いで、ダムや河川に流れ込みます。
神奈川県内広域水道企業団は水源である相模川と酒匂川の上
流にあるダムに貯えた水をそれぞれの川から取水し、浄水処理を
行い、県企業庁、横浜市、川崎市、横須賀市に供給して、水道
水を届けています。 私たちが使っている水道水が、どこから来て、
どのように使われ、どこに行くのか、私たちの生活や環境とどの
ように関係しているのか、そして「水環境を守り、水を有効に活
用するために、自分ができることは何か」を、より多くの皆さんに
知ってほしいです。

《子どもたちの感想》
普 段は入れないところが 見れて、感 心したり、不 思 議だな
と感じることがたくさんあって、とても勉強になった。
最初はとても汚かった水が、どんどんきれいになっていくの
がよくわかった。
最初に流れてくる下水が、あまりに汚いのでびっくりした。
それがこんなにきれいになるなんてすごい！

《お母さん・お父さんの感想》
消 毒 施 設：再 生 された 水 を
消毒し、川や海に戻す。
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再 生 された 水 で 飼 われてい
るコイ。野生のカルガモも
や っ て 来 ることから、「 かるがも
センター」とも呼ばれている。

神奈川水再生センターの施設見学は、
こちらにお申し込み下さい。☎045（453）2641 月～金曜日9:00～17:00
ただし、休日及び年末年始（12月29日から翌年1月3日）
を除く。詳しくはホームページ参照

のおたよ
から
者

り

読
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★何気なく使い、何気なく流していた水、
もっと大切にしなくては。
★いかに水をきれいにして海に戻すか、
さまざまな工夫に関心しました。
★水の使い方を考えよう！
★水がきれいになるように、まずできること
から始めたい。

水の大切さをあらためて感じる
24号を読み、森の手入れなどに多くの人が研
究・努力されていることが分かりました。子どもた
ちの質問も分かりやすく、水の大切さを改めて感
じました。
H.S
（横浜市港北区）

水に関する話題を届けてほしい
本誌２４号に山北町の観光案内所で出会いました。ふだん何気な
く利用している水道水ですが、自然の大切さ、水が水源から蛇口に
届くまでの多くの人々の努力に改めて気付かされました。これからも
水に関わる話題を分かりやすく届けてください。
T.F
（二宮町）

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

横浜市水道局

現在登録受付中！
水道フレンズになろうよ♪

近代水道創設から
130年を迎えます

県営水道キャラクター
カッピー

お客さまと県営
水道が友だちのよ

横浜市水道局キャラクター
はまピョン

横浜の水道は、
日本
初の近代水道 ※ とし
て、明 治20（1887）年

うに交流して、お
客さまの疑問や日
頃の不安を解消し、
これからの水道を
施設見学はいつも大好評！
一緒に考えません
か。県営水道フレンズの活動は、水道のことを全く知
らなくても楽しんでいただける内容になっています。
普段は見ることができない浄水場やダムの見学のほ
か、夏休みにお子さまやお孫さまと一緒にご参加いた
だける特別イベントも予定しています！
また、水道に関する配信メールやアンケート調査な
ど、一年を通じてさまざまな活動があります。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お申し込みく
ださい♪ 3月15日（水）応募締切。

10月17日に給水を開
始しました。創設後は、
明治30年頃の水道工事の様子
関東大震災や第二次世界大戦の大きな被害を乗り越
え、人口増加や給水区域の拡大、産業の発展に伴う水
需要の急増に合わせ、水源開発と8回にわたる水道施
設の拡張工事を進めてきました。
現在は、
県内の5つの水源や市内にある3つの浄水場、
約9,200㎞ある水道管の維持管理を日々行い、
安全で良
質な水を約373万人の横浜市民にお届けしています。
平成29年は近代水道創設から130年を迎えることを
記念して、さまざまな記念事業を実施します。
3月下旬
頃から随時、
横浜市水道局ウェブサイトでお知らせします。
※ろ過できれいにした水を鉄管などを用いて有圧で給水し、い
つでも使うことのできる水道

横須賀市上下水道局

川崎市上下水道局

桜の散策 走水水源地
見事に咲く桜を見にきませんか

生田配水池周辺
散策路整備について

横須賀上下水道
イメージキャラクター
アクアン

横須賀市上下水道局では、桜の開花時

期に合わせ走水水源地を開放します。東
京湾に面した走水水源地には約120本の桜が咲き誇り、青
い海とのコントラストは見ごたえ十分！一見の価値がありま
す。皆さまお誘い合わせのうえ、
ぜひともご来場ください。
【場所】横須賀市走水１-２-１ 走水水源地
【期間】３月25日
（土）
〜４月３日
（月）午前９時〜午後５時
（開花予想により、開催期間は変更となる場合があ

ります。
）
【催し】地産地消コーナー（土・日曜日のみ）
※ご注意
・火気など危険物、動物（補助犬を除く）の持ち込みはできません。
・事前の場所取りはご遠慮ください。

川崎市上下水道局
キャラクター
ウォータン

川崎市上下水道
局では、老朽化した
生田配水池の更新
工事を行いました。
更 新 された 生 田 配
水池は耐震化され、

展望スペース
更に上部を有効活用
し、官民共同によるメガソーラー規模の太陽光発電を
開始しました。
また、緑のつらなりや丘陵地形を活かした良好な景

観を確保し、既存散策路を再整備するとともに、新た
に32本の桜を植樹するなど、既存散策路と生田ふれあ
いの森を接続する新たな散策路を整備しました。
自然を感じながら公園や寺社、史跡などを巡る「東生
田自然遊歩道」の新名所として、春には野鳥のさえずり
を楽しみながら、桜を楽しめる場所がありますので、お

走水水源地の桜
詳細は、横須賀市上下水道局HPで

近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

平成29
（2017）
年度

予算の概要

平成29年度予算では、水道利用者の皆様の生活の基盤と社
会経済活動を支えるため、水道用水の安定供給の維持に欠かせ
ない施設整備などを行います。また2年目を迎える事業計画に
基づき、料金収入などの限られた財源を最大限活用する緊縮型
予算（総額694億円）となっています。

■用水供給先

水道水の生産に関する予算
収益的収支（消費税込み数値）

神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市

■構成団体への予定供給水量

収入
460
億円

構成団体からの用水供給料金 419億円

年間総供給水量

その他収入 41億円

平成 28
（2016）
年度 495,057,700 ㎥
平成 29
（2017）
年度 490,911,100 ㎥
前年度比 99.2％

1日平均供給水量

支出
453
億円

施設の維持管理に
に係わる費用 170億円

減価償却費 218 億円
企業債
（地方債）
の
支払利息 35億円

1,344,962㎥

■事業計画の着実な実施

資本的収支（消費税込み数値）

災害や事故に強い広域水道
地震対策ほか 約12億円

収入
40
億円

水道用水の品質向上
水質管理強化 約0.5億円

健全な財務体質の維持・強化。企業債（地
方債）残高の縮減。 業務の改善・効率化
へ向けた取組み。 職員研修を通じた人材
育成。

収益的収支差額 6億円
（純利益）
2億円

施設の建設・改良に関する予算

水道用水の効率的な安定供給
施設老朽化対策ほか 約60億円

■経営基盤の強化

人件費 30 億円

企業債 32億円

補助金 0.5億円

支出
240
億円

出資金 8 億円

基本的収支不足額 △200億円
減価償却等の損益勘定留保資金
等で補てんします。

企業債償還金 179億円

一般建設改良費
61億円
※グラフ中の数字は端数処理のため、
計において一致しない場合があります。

※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

「水あれこれトーク」は今回お休みします。

プレゼント
コーナー

「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：平成29年5月31日（水）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。

編集後記
今号では、「水道の仕組みを知ろう」の完結編、「水の再生」をお送
りしました。安全・安心な水道水のために水の再生は欠かせない技術
です。同じ水を扱う仕事ですが、普段はなかなか接することがありま
せん。今回の取材はわたしたちにとっても大いに勉強となりました。
みなさん「水道の仕組みを知ろう」シリーズはいかがでしたか。「水
源林」、「貯水」、「取水」、「浄水」、「水の再生」という循環で私たちの
水は守られています。水道水を飲むためにこれらのすべてが大事なこ
とが伝わりましたでしょうか。
次号からは、
新たな企画でお送りします。
これからもどうぞお楽しみに。

神奈川県内広域水道企業団とは
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。

発行／平成29年3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

