
「あきしまの水」ブランドをＰＲするために、今年度も多くのイ
ベントに出展しました。毎年恒例となってきた、産業まつり（11
月開催）でのＰＲブースに加え、今年度は、民間が主催するイベ
ントでも「あきしまの水」をＰＲしてきました。

来場された昭島市民の方からは、「昭島といえば水！自慢です！」
などのコメントが多く聞かれ、市外の方からは「水道水が深層地
下水 100％とはびっくり」という驚きの声や「昭島の水、知って
います。おいしいですよね。」という声が聞かれました。

昭島市では、平成 27 年度より、「深層地下水 100％水道水
のある生活」に着目し、「あきしまの水」ブランドづくりに取り
組んでいます。昭島市が「魅力的なまち」であることを市内外
に発信することが目的です。平成 30 年度の主な取組をご紹介
します。

雨水貯留槽とは、屋根に降った雨水を貯める容器で、貯めた雨
水を植木への水やりや庭の水まきなどに利用することにより節水に
役立ちます。設置は雨どいから管を接続するだけで簡単です。

設置助成金は、昭島市内に所有又は使用している建物に雨水貯
留槽を設置する場合に、１基当たりの購入金額（設置費用は含みま
せん）の３分の２に相当する金額（限度額３万５千円）を個人に対
して助成するものです。

なお、雨水貯留槽は、ホームセンターや建材店で購入できます。

（昭島市トップページ > 産業・観光 > 
「あきしまの水」ブランディング > 
「あきしまの水」のライフスタイル誌『夢つなぎ人』）

１Ｐ 「あきしまの水」ブランドづくり
 ～平成 30 年度の取組を紹介します～
２Ｐ 安心して蛇口から直接お飲みいただけます
 ご家庭でできる水の備え

３Ｐ 水道施設見学・出前講座のご案内
 水道施設の仲間たち
４Ｐ 雨水貯留槽設置助成金をご存知ですか
 お水のムダをなくしましょう
 引越しの際にはご連絡を
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雨水貯留槽設置助成制度をご存知ですか

お水のムダをなくしましょう

３月は、進学や就職、転勤など新しい生活のスタートに向けて引越しが多くなる時季です。
さて、最近引越しをされた方、間もなく引越しをされる方、水道の使用開始や中止のご連絡はお済みですか。お引

越しの際には、忘れずに水道部までご連絡をお願いします。 

お引越しの際にはご連絡を

「あきしまの水」ブランドのＰＲ

『夢つなぎ人　第４版』が発行されます

「あきしまの水」ブランドづくり
　 ～平成 30 年度の取組を紹介します～

「あきしまの水」を与えてくれる自然や環境を保全してくれる
人々に感謝し、「あきしまの水」を次世代に残すために活動し
ている人の「未来に向けた熱い想いと夢」を紹介している冊
子『夢つなぎ人』。

第４版が４月から市施設及び市ホームページで閲覧できます。

水道メーターで手軽に漏水の発見ができます。
まず、すべての蛇口から水が出ていないことを確認し、水道メー

ター内の銀色のパイロットマークを見てください。ゆっくりでも回っ
ていればどこかで漏水しています。

簡単に漏水チェック

トイレの水が流れたままになることもよくあります。トイレの使用
後は水洗レバーがしっかり戻っているかどうか確認してください。

トイレの水洗レバーにも気を付けて

　次のことをお知らせください。
①お客様番号
　（検針票や領収書で確認してください）
②水道の使用場所・氏名・引越し日・引越し先

◇使用を中止するとき（転出・転居） ◇使用を開始するとき（転入）

　お電話をいただくか、郵便受けや玄関などに置かれて
いる「水道使用届書」に必要事項をご記入の上、同封
の封筒（切手不要）により郵送してください。 

設置する場合は事前にご相談ください
ご相談は工務課給水係まで　☎543-6111
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ぜひご覧ください

※「あきしまの水」ブランドづくりに関するお問い合わせは、市役所産業活性課（☎042-544-5111 内線 2282）へ。

ロゴマークのお絵かき体験（イベントにて）

※市税等に未納がある場合は、助成を受けられない場合があります。

※電話によるご連絡は、休日を除く月曜日から金曜日の８時 30 分から 17 時 15 分までにお願いします。
※インターネット（東京電力引越れんらく帳）もご利用いただけます。

（昭島市トップページ > 産業・観光 > 
「あきしまの水」ブランディング > 
「あきしまの水」のライフスタイル誌『夢つなぎ人』）



昭島市の水道水は、水道法に基づく水質検査項目のすべてについて水質基準に適合しています。また、放射性物
質についても定期的に検査を行い、安全性を確認しています。

昭島市の水道水は、地下 70 メートル以上の深層地下水を水源にしています。深層地下水は、降雨の影響を直接
受けず、地層がろ過の役目となるうえ、適度なミネラル分を加えてくれるため安全性が高く、おいしい水質の水道水と
なります。

安心して蛇口から直接お飲みいただけます

昭島市の水道は、電力で配水ポンプを動かして配水
場から皆様のご家庭まで水を送り届けています。（この
コーナーの Vol.４配水ポンプをご覧ください。）

このため、災害や事故による万一の停電に備えて、
各配水場に整備されているのが自家発電機室です。

自家発電機室に設置されている発電機は、灯油を燃
焼して生成される燃焼ガスでタービンを回転させて発
電するガスタービン機関（西部配水場ＰＣ配水池は
ディーゼル機関）ですが、長時間運転させるためには、
大規模な燃料の貯蔵施設が必要です。

万一の事態にも十分な対応ができるよう、現在、各
配水場の燃料貯蔵施設の整備について検討を進めて
います。

水道のことを勉強してみませんか　～水道施設見学・出前講座のご案内～

発電機室（上）と発電機（下）

水道なんでもシリーズ 水道施設の仲間たち

※　検出限界とは、（　）内の濃度未満で検出されなかったという意味です。
※　検出限界は、測定時の周辺環境により変化します。　　　※　Bq（ベクレル）とは、放射能の量を表す単位です。

採水日

平成 31年
2月4日

検査日

平成 31年
2月5日

浄水系

東部系

西部系

ヨウ素 131

検出限界未満
（0.8Bq/kg 未満）

検出限界未満
（0.8Bq/kg 未満）

セシウム137

検出限界未満
（0.9Bq/kg 未満）

検出限界未満
（0.9Bq/kg 未満）

セシウム134

検出限界未満
（0.6Bq/kg 未満）

検出限界未満
（0.5Bq/kg 未満）

【最近の放射性物質検査結果】

・ 3 日に 1度はくみ替えを

・保存は直射日光を避ける

・清潔でフタのできる容器で

Vol.8自家発電機室

放射性物質の検査結果も安心です
安全でおいしい昭島の水道水がお客様の蛇口に届くまでの水道の

仕組みについて、勉強してみませんか。
水道部では、東部配水場の施設見学を実施しています。施設見学

では、職員が施設の機能や水道の仕組みについてわかりやすく説明
いたします。

施設見学は、個人、団体を問わず受け付けておりますので、お気
軽にご利用ください。

水道施設見学

「水道のことを知りたいけれど、水道部まで行けない。」そんなお客
様のために水道出前講座があります。水道出前講座は、職員がお客
様の希望の場所にお伺いし、水道のことについてわかりやすく説明し
ます。

自治会や市民グループの研修会などに、ぜひお声をかけてください。

水道出前講座

事前に業務課（☎543-6111）までご連絡いただき、実施日時等を調整した後、申込書を提出してください。なお、
申込書は、水道部ホームページ（http://www.city.akishima.lg.jp/150/）の施設見学の関連ファイルからダウンロー
ドすることができます。

水道施設見学・水道出前講座の申込み方法

災害等による万一の断水に備え、ご家庭での水のくみ置きをお願いしています。
清潔な容器に、なるべく空気が入らないように注ぎ口いっぱいまで水道水を入れ、しっかりとフタをして保管しますと

冷蔵庫で１週間、冷蔵庫以外の冷暗所でも３日程度は保管することができます。
必要とされる飲料水は１人１日３リットルです。家族の人数を考慮して必要量を用意してください。なお、浄水器をと

おした水など塩素による消毒効果のない水は、毎日くみ替えてください。

ご家庭でできる水の備え
飲み水は一人一日３リットル

断水が長期化した場合、飲用以外の水が不足してくる
ことがあります。お風呂の残り湯は浴槽にためておきます
とトイレの流し水や掃除などの生活用水として、また、
消火用としても役立ちます。

お風呂の水も有効に

屋内の給水管内部の鉄面が錆び、それが水の使い始めの水圧の変化にともなって出てきたもの
と思われます。この場合は、しばらく水を流して透明になってから飲用して下さい。成分は鉄です
ので大量に飲まない限り有害にはなりません。また、しばらく流しても出続けている場合は、屋内
の給水管の劣化の可能性が考えられるため、水道部にお問い合わせ下さい。

※アパート、マンション及び借家にお住まいの方は、管理会社、管理人及
　　び家主に相談して下さい。

こんなときはどうするの

赤い水が
出 る

白い水が
出 る

水道管の中に入った空気が無数の小さな泡になったためです。しばらくそ
のままにしておきますと泡が消えて澄んだきれいな水になりますが、そのまま
使っていただいても問題ありません。この現象は、気温が上昇する夏場等に
よく起こります。

配水場 定格出力 発電規模

東部配水場 750KVA 約250世帯

西部配水場 500KVA 約167世帯

中央配水場 625KVA 約208世帯

※ 1 世帯当たり30A で換算

水　道
出前講座
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お引越しの際にはご連絡を

「あきしまの水」ブランドのＰＲ

『夢つなぎ人　第４版』が発行されます

「あきしまの水」ブランドづくり
　 ～平成 30 年度の取組を紹介します～

「あきしまの水」を与えてくれる自然や環境を保全してくれる
人々に感謝し、「あきしまの水」を次世代に残すために活動し
ている人の「未来に向けた熱い想いと夢」を紹介している冊
子『夢つなぎ人』。

第４版が４月から市施設及び市ホームページで閲覧できます。

水道メーターで手軽に漏水の発見ができます。
まず、すべての蛇口から水が出ていないことを確認し、水道メー

ター内の銀色のパイロットマークを見てください。ゆっくりでも回っ
ていればどこかで漏水しています。

簡単に漏水チェック

トイレの水が流れたままになることもよくあります。トイレの使用
後は水洗レバーがしっかり戻っているかどうか確認してください。

トイレの水洗レバーにも気を付けて

　次のことをお知らせください。
①お客様番号
　（検針票や領収書で確認してください）
②水道の使用場所・氏名・引越し日・引越し先

◇使用を中止するとき（転出・転居） ◇使用を開始するとき（転入）

　お電話をいただくか、郵便受けや玄関などに置かれて
いる「水道使用届書」に必要事項をご記入の上、同封
の封筒（切手不要）により郵送してください。 

設置する場合は事前にご相談ください
ご相談は工務課給水係まで　☎543-6111

広報紙 VOL.41 編集・発行
昭島市水道部
〒196-0025
昭島市朝日町4-23-28
TEL 042-543-6111
FAX 042-543-6118
平成31年 3月
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第１版～第４版
ぜひご覧ください

※「あきしまの水」ブランドづくりに関するお問い合わせは、市役所産業活性課（☎042-544-5111 内線 2282）へ。

ロゴマークのお絵かき体験（イベントにて）

※市税等に未納がある場合は、助成を受けられない場合があります。

※電話によるご連絡は、休日を除く月曜日から金曜日の８時 30 分から 17 時 15 分までにお願いします。
※インターネット（東京電力引越れんらく帳）もご利用いただけます。

（昭島市トップページ > 産業・観光 > 
「あきしまの水」ブランディング > 
「あきしまの水」のライフスタイル誌『夢つなぎ人』）


