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水道施設バス見学会を実施しました

　8月19日（月）に「水道施設バス見学会」を実施しました。
　当日は、19組39名の方が参加し、群馬県前橋市の防災拠
点利根川ダム資料室と、今年度完成予定の群馬県吾妻郡長
野原町の八ッ場ダムを見学しました。
　防災拠点利根川ダム資料室では、ダムの役割について模
型を使って学習するなど、ダムの重要性を再認識しました。
　八ッ場ダムでは、現地の係員からダムの構造や役割、建設
中のエピソードなどの説明を受けました。さらに、普段立ち入
ることのできない工事用通路や旧吾妻線の廃線跡を歩き、ダ
ム堤体前の見学では参加者の方々からご好評をいただきま
した。完成後は、利根川水系ダムの中で3番目の貯水能力を
有することとなります。水資源の確保とともに、大雨時
には洪水調節の役割を担い、治水安全度の向上を図
る重要施設であることを学習しました。

マスコットキャラクター
さかつるちゃん

迫力満点のダム堤体前で集合写真

旧吾妻線の廃線跡を歩く様子

模型で学ぶダムの役割

や ん ば
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～水を大切に　漏水の早期発見～～水を大切に　漏水の早期発見～

～寒さが厳しい季節がやってきます～～寒さが厳しい季節がやってきます～

　漏水は大切な水が無駄になるばかりでなく、水道料金が高額になってしまいます。定期的に漏水のチェッ
クをしましょう。
　水道を普段どおり使用しているにも関わらず、検針の結果、使用水量が極端に多かったり、料金が高かっ
たりした場合は、どこかで漏水している可能性があります。一度、漏水を調べてみてください。

　冬になると水が凍結して膨張し、水道管や水道メーターが破損しやすくなります。凍結破損を防ぐた
めに、水道管の寒さ対策をしましょう。

　自然にとけるまで待ちましょう。
　急ぐ場合は、凍った部分にタオル
などをかぶせ、ぬるま湯をかけてく
ださい。熱湯は水道管を破損させる
おそれがありますので絶対にやめま
しょう。

　メーター横の丙止水栓を閉めて以下の確認をして
ください。

・漏水が止まらない場合
・メーターから漏水してい
る場合　　

・漏水が止まった場合　

メーターボックス内に布などを詰めたビニール袋や発泡
スチロールを入れましょう。
布のような保温材をビニールテープなどで巻きつけます。

　蛇口を全部閉めてください。
このとき、メーターのパイロ
ットが動いている場合は、ど
こかで漏水している可能性が
あります。　

簡単な漏水確認方法

水道管が凍結しやすい場所

1

水道管が凍って水が出ないとき 水道管やメーターが破損してしまったとき

手軽な凍結防止方法

気温が低くなる日陰

メーター

水道管、蛇口

2 風当たりの強いところ

3 配管が露出しているところ

指定給水装置工事
事業者に修理を依頼

へい し すいせん

ぼうちょう

水道企業団に連絡

➡

3

　蛇口から赤茶色の水が出てきたんだけど、

どうしてかな？

　
　蛇口から赤茶色の水が出てきたら驚きます
ね。赤茶色の水の原因は鉄サビです。赤茶色
の水のほか、黄色っぽい水、薄茶色の水とな
って出てくる場合もあります。

　黄色っぽいのや、薄茶色もあるんだね・・・

どんなときに出てくるの？

　ご家庭の配管に鋼管が使用されている場
合、長年使っているうちに中がさびて、それが
水道の使いはじめに赤茶色の水となって出てく
る場合があります。

　鉄サビが原因なんだね・・・

　赤茶色の水が出たときは、配管の中にたま
った鉄サビを出すために、しばらく水道を勢
いよく流してください。流したあと、コップ
などにくんで透明な水になったのを確認して
から使用してください。流している間の水は、
掃除や植木の水やりなどに使用してください。

　もしも、間違って赤茶色の水を飲んでしま

っても大丈夫なの？ 

　鉄サビは人体に吸収されにくいため、赤
茶色の水を少量飲んでしまっても特に心配
はありません。しかし、大量に飲むと下痢
などをおこす場合もありますので、着色し
た水は飲まないようにしてください。
　
　そうなんだね！他の色がついた水が出るこ

とってあるのかな？ 

　
　蛇口から白い水（あるいはお湯）が出る場
合もあります。

　えっ！白い水が出ることがあるの？

　

　はい。水道水に溶け込んだ空気が細かな泡

となって光を反射して水の色が白く見えるこ
とがあります。

　どうして空気ってわかるの？

　
　蛇口から出てきた白い水をコップなどにく
んで静かに置いておくと、泡がだんだん上に
あがって下の方から徐々に透明な水になって
いきます。このことから、原因は空気だとわ
かります。

　へぇ～、空気の泡で白く見えるんだね。

でも、どうして泡になるの？

　水に溶け込んでいる空気は目には見えませ
ん。空気は水の温度が低いほど、そしてかか
る圧力が高いほど、水に溶け込みやすい性質
があります。
　水道水は圧力をかけてお客さまのご家庭へ
送られますが、その圧力は蛇口から出るとな
くなります。圧力がかからなくなると、空気
は溶け込んでいることができなくなり、泡と
なって水から出てきます。

　じゃあ、冬にお湯が白く見えるのは、たく

さん空気が入ってるからなんだね！

　よく気づきましたね。冬場などの水の温度
が低い時期は、溶け込んでいる空気の量も多
いので、より多くの空気が泡になり白く見え
ます。原因は空気ですので飲んでも心配はあ
りません。

　なるほど！　空気なら飲んでも大丈夫だね！ 

ありがとう、よくわかったよ！

さかつるちゃんの疑問に職員がお答えします。
今回は、　　　　　　　　　 　　がテーマです。
さかつるちゃんと一緒に水のことを勉強しましょう！

水道水の着色について水道水の着色について

拡大！拡大！ パイロットはここだよ！ 坂戸、鶴ヶ島水道企業団漏水修繕受託業者
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水もれ・つまり・漏水調査・水回り・その他、お困りの修理は
信頼できる地元の組合にご相談ください。
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　蛇口から出てきた白い水をコップなどにく
んで静かに置いておくと、泡がだんだん上に
あがって下の方から徐々に透明な水になって
いきます。このことから、原因は空気だとわ
かります。

　へぇ～、空気の泡で白く見えるんだね。

でも、どうして泡になるの？

　水に溶け込んでいる空気は目には見えませ
ん。空気は水の温度が低いほど、そしてかか
る圧力が高いほど、水に溶け込みやすい性質
があります。
　水道水は圧力をかけてお客さまのご家庭へ
送られますが、その圧力は蛇口から出るとな
くなります。圧力がかからなくなると、空気
は溶け込んでいることができなくなり、泡と
なって水から出てきます。

　じゃあ、冬にお湯が白く見えるのは、たく

さん空気が入ってるからなんだね！

　よく気づきましたね。冬場などの水の温度
が低い時期は、溶け込んでいる空気の量も多
いので、より多くの空気が泡になり白く見え
ます。原因は空気ですので飲んでも心配はあ
りません。

　なるほど！　空気なら飲んでも大丈夫だね！ 

ありがとう、よくわかったよ！

さかつるちゃんの疑問に職員がお答えします。
今回は、　　　　　　　　　 　　がテーマです。
さかつるちゃんと一緒に水のことを勉強しましょう！

水道水の着色について水道水の着色について

拡大！拡大！ パイロットはここだよ！ 坂戸、鶴ヶ島水道企業団漏水修繕受託業者

台所・お
風呂・ト

イレ

下水・排
水の詰ま

り
台所・お

風呂・ト
イレ情熱 環境 未来！ 組合のホームドクターからうかがいます組合のホームドクターからうかがいます

修繕部  修繕センター
TEL（049）298－6238　　FAX（049）298－6239

坂戸鶴ヶ島管工事協同組合

安心・安全安心・安全

HP　http://sakaturukankouji.web.fc2.com/

リフォ
ームつまり水も

れ

水もれ・つまり・漏水調査・水回り・その他、お困りの修理は
信頼できる地元の組合にご相談ください。

広告

発泡スチロール発泡スチロール
布などを詰めた
ビニール袋
布などを詰めた
ビニール袋








