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̶緊急貯水槽は市内に5か所あります̶
災害時に大切な飲み水を確保するため、水道部では、避難場所となる公園や学校の敷地

内など市内5か所に緊急貯水槽を設置しています。緊急貯水槽1基で、人が生きるため

に必要といわれる1日3リットルの水を約5500人の市民へ3日間応急給水ができます。

災害に備えて協働

地域住民の方と応急給水訓練を実施しました
（平成19年9月28日　大麻東公園緊急貯水槽において）
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　水道部では、地震などの災害による大規模な断水時に、一定の給水が確保できるよう応急給水施設を設置してい
ます。応急給水施設は、次の2つの施設があります。

災害に備えて～応急給水施設の紹介～

　災害時には緊急遮断弁が作動して応急給水するための施設になります。
　1基の貯水量は50㎥で下記の5か所に設置しています。

緊急貯水槽

　普段は、みなさんに給水するための水を蓄えている大きな貯水施設です。災害時には緊急遮断弁が作
動して応急給水するための施設になります。
＊大麻高区配水池
　　漁

いざり

川
がわ

浄水場（石狩東部広域水道企業団）から送られてきた水を貯水しています。
　　災害時の貯水量は3,400㎥です。
＊大麻低区配水池
　　上江別浄水場から送った水と大麻高区配水池からの水を貯水しています。
　　災害時の貯水量は2,200㎥です。

緊急遮断弁付配水池

大麻東公園
大麻東町35

とちのき公園
野幌若葉町32

若草公園
野幌町6

飛烏山公園
緑町西2丁目11

江別太小学校
朝日町25‐2

　昭和51年から稼働してきた上江別浄水場の中
央監視設備を更新しました。
　中央監視設備は、千歳川で取水した原水を安
心して飲める水道水にして、みなさんに給水す
るための機器類の運転状態の確認や制御を行う
ための大切な設備です。設備の更新により、こ
れまで以上に機器類の故障やトラブル発生を、
未然に防ぐことができるようになりました。

●● 上江別浄水場中央監視設備を更新しました ●●

更新した中央監視設備

　みなさんに開放してきました浄化センターの温室は、老朽化が進み解体することになりましたので、
11月19日をもちまして一般開放を終了しました。

浄化センター温室の一般開放は終了しました
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水質基準と江別市水道水の水質（平成18年度）
項　　　　目 基準値と単位 江別市の水道水

（年間平均） 備考

健
康
に
関
連
す
る
項
目

1 一般細菌 100 個/mℓ 0　　
細菌

2 大腸菌 検出されないこと 不検出
3 カドミウム及びその化合物 0.01 mg/ℓ 0.001 未満

無
機
物
・
重
金
属

4 水銀及びその化合物 0.0005 mg/ℓ 0.00005 未満
5 セレン及びその化合物 0.01 mg/ℓ 0.001 未満
6 鉛及びその化合物 0.01 mg/ℓ 0.001 未満
7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/ℓ 0.001 未満
8 六価クロム化合物 0.05 mg/ℓ 0.005 未満
9 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/ℓ 0.001 未満
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/ℓ 1.20 　　
11 フッ素及びその化合物 0.8 mg/ℓ 0.08 未満
12 ホウ素及びその化合物 1.0 mg/ℓ 0.09 　　
13 四塩化炭素 0.002 mg/ℓ 0.0002 未満

一
般
有
機
物

14 1,4‒ジオキサン 0.05 mg/ℓ 0.005 未満
15 1,1-ジクロロエチレン 0.02 mg/ℓ 0.002 未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/ℓ 0.004 未満
17 ジクロロメタン 0.02 mg/ℓ 0.002 未満
18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/ℓ 0.001 未満
19 トリクロロエチレン 0.03 mg/ℓ 0.001 未満
20 ベンゼン 0.01 mg/ℓ 0.001 未満
21 クロロ酢酸 0.02 mg/ℓ 0.002 未満

消
毒
副
生
成
物

22 クロロホルム 0.06 mg/ℓ 0.005 　　
23 ジクロロ酢酸 0.04 mg/ℓ 0.004 未満
24 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/ℓ 0.004 　　
25 臭素酸 0.01 mg/ℓ 0.001 未満
26 総トリハロメタン 0.1 mg/ℓ 0.015 　　
27 トリクロロ酢酸 0.2 mg/ℓ 0.02 未満
28 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/ℓ 0.005 　　
29 ブロモホルム 0.09 mg/ℓ 0.001 未満
30 ホルムアルデヒド 0.08 mg/ℓ 0.008 未満

水
道
水
が
有
す
べ
き
性
状
に
関
連
す
る
項
目（
生
活
利
用
上
の
項
目
）

31 亜鉛及びその化合物 1.0 mg/ℓ 0.01 未満

色
32 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/ℓ 0.02 　　
33 鉄及びその化合物 0.3 mg/ℓ 0.01 未満
34 銅及びその化合物 1.0 mg/ℓ 0.01 未満
35 ナトリウム及びその化合物 200 mg/ℓ 14.3 　　 味覚
36 マンガン及びその化合物 0.05 mg/ℓ 0.002 　　 色
37 塩化物イオン 200 mg/ℓ 17.1 　　

味
覚38 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/ℓ 66.8 　　

39 蒸発残留物 500 mg/ℓ 146 　　
40 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/ℓ 0.02 未満 発泡
41 ジェオスミン 0.00002 mg/ℓ 0.000001 未満

カビ臭
42 2-メチルイソボルネオール 0.00002 mg/ℓ 0.000001 未満
43 非イオン界面活性剤 0.02 mg/ℓ 0.005 未満 発泡
44 フェノール類 0.005 mg/ℓ 0.0005 未満 臭気
45 有機物（ＴＯＣ） 5 mg/ℓ 0.6 　　 味覚
46 ＰＨ値 5.8～8.6 7.51 　　

基
礎
的
性
状

47 味 異常でないこと 異常なし
48 臭気 異常でないこと 異常なし
49 色度 5 度 1 未満
50 濁度 2 度 0.1 未満

※基準値は、特に表記のないものは数値以下。
※江別市の水道水は、上江別浄水場給水区域の豊幌の給水栓水を検査した結果です。
※「未満」の表示は測定限界以下です。

良質で安全な水をお届けしています

お問い合わせ
水道部浄水場　電話　382-2756

平成18年度の水質結果をお知らせします
　水道部では、良質で安全な水をお届けするため、水道法に基づ
き水質検査を実施しています。
　検査結果は、下表のとおりで、全項目について基準値を満たす
安全な水をお届けしています。
　なお、詳細な水質検査結果は、水道庁舎（営業センター）で配布
しています。また、江別市のホームページでもご覧いただけます。

Ｑ. 市販されているミネラルウォーター類と
水道水の水質検査はどのように行われて
いますか？

Ａ. ミネラルウォーター類は、ペットボトルな
どの容器に密閉するため、加熱殺菌等をし
て安全を確保しています。一方、水道水は
配水管を通じて給水されており、みなさん
の蛇口に届くまでのあいだ水道水の安全性
を保つため、長時間にわたり消毒効果が持
続する塩素殺菌が義務付けられています。

Ａ. おいしい水の要素として、水に含まれる
成分の違いのほかに、水の温度がありま
す。水を冷たくして飲むと、同じ水でも水
の冷たさが味覚に爽快な刺激を与えおい
しく感じると言われています。ミネラル
ウォーター類は冷えたものを飲むことが多
いのですが、水道水を飲むときは蛇口から
の水をすぐ飲むことが多いと思います。ま
た、水道水には消毒用塩素が含まれている
ため、塩素臭を感じる方がおります。塩素
臭は、水温が低いと抑えることができます
ので、水道水を直接飲む場合は、冷蔵庫な
どで冷やしてから飲むとおいしく感じても
らえると思います。

※ 「消費者まつり」（H16.10）で、水道水と
ミネラルウォーター類を同じく冷やして
飲み比べをした結果、大きな差が出ませ
んでした。

Ｑ. ミネラルウォーター類が水道水よりおい
しく感じるのはなぜですか？

Ｑ. 水道水はなぜ塩素殺菌するのですか。ま
た、ミネラルウォーター類が、塩素殺菌
しないのはなぜですか？

Ａ. 厚生労働省の定めた基準により、ミネラ
ルウォーター類は18項目の原料水質基準と
9項目の成分規格基準があり、水道水は50
項目の水質基準が定められています。また、
両方に共通する項目では、水道水の方が厳
しい基準となっているものもあります。こ
れは、「1日に2リットルの水を毎日一生」
飲んでも健康にまったく影響が生じないよ
う、水道水は厳しい基準が設けられていま
す。さらに水道水は、左の水質基準以外に
も、農薬類など水質管理上留意すべき物質
（水質管理目標設定項目）についても検査
を行っています。

水道水とミネラルウォーター類
どこがちがうの？
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収入 計24億5,038万円

支出 計21億8,897万円

収入 計6,740万円

支出 計10億7,657万円

収入 計30億6,797万円

支出 計28億1,387万円

収入 計12億4,898万円

支出 計26億7,329万円

水道料金

下水道使用料

維持管理経費

企業債

下水道施設の整備費等 企業債（借入金）の償還

国庫補助金

支払利息 減価償却費

一般会計負担金・補助金等

維持管理経費

水道施設の整備費等

その他
収益的収支
水道水を家庭な
どに送るための
費用とその財源

主な事業

主な事業

●配水区域ブロック化事業（427m）　2,119万円　　●配水管整備事業（12,525m）　2億5,316万円
●配水施設整備事業　中央町流量測定所テレメータ外更新　604万円
●浄水施設整備事業　上江別浄水場中央監視設備更新等　2億1,978万円

●雨水管渠整備事業（923m）　7億219万円　　●汚水管渠更生事業　3,421万円　   
●汚水管渠整備事業（161m）　3,762万円   
●浄化センター整備事業　浄化センター既設系濃縮槽機械設備更新等　2億8,294万円

資本的収支
水道施設の整
備・拡充などの
費用とその財源

収益的収支
汚水・雨水の処
理などの費用と
その財源

資本的収支
下水道施設の整
備・拡充などの
費用とその財源

収支差引
2億6,141万円
純利益
2億3,246万円

収支差引
△10億917万円

収支差引
2億5,410万円
純利益
2億3,020万円

収支差引
△14億2,431万円

その他

企業債等

企業債（借入金）の償還

減価償却費支払利息
水
道
事
業
会
計

下
水
道
事
業
会
計

平 成 18 年 度 決 算 の あ ら ま し

お 知 ら せ

　水道部では、水道料金等を口座振替に
より、お支払いいただきますと「水道料
金等口座振替済領収のお知らせ」を配付
または郵送しています。
　水道部では経営効率化のひとつとして、
また、地球温暖化など環境への配慮のた
め、「水道料金等口座振替済領収のお知
らせ」の発行の省略化に取り組んでいます。
　口座振替をされている方で、お知らせ
が不要な方は、「お客様番号」等を下記
へ連絡をお願いします。なお、口座振替
金額は、預金通帳により確認をお願いし
ます。
連絡先　水道部営業センター収納担当
　　　　電話385-1215

「水道料金等口座振替済領収のお知らせ」が
不要な方はご連絡ください

　水道料金等については、3か月間を認定水量（過去の実績使用水
量を基に計算した使用見込み水量）で料金をいただき、4か月目に
精算する4か月検針を行っています。
　屋外にメータが設置されているご家庭は、冬の間は積雪のため検
針することができませんので、さらに4か月間認定水量で料金をい
ただき、雪どけ後の定期検針で精算することになります。
　精算の時に認定水量より実際に使用した水量が少ない場合は、精
算月の料金を減額するか、または多くいただいた料金を還付いたし
ます。
　逆に、認定水量より多く使用した場合は、精算月に使用した分に
認定期間中の不足分を合算して支払っていただくことになります。
　なお、認定水量は変更することができますので、家族数の増減や
融雪槽の設置などにより使用水量が変わるときは、ご連絡をお願い
します。
連絡先　水道部営業センター料金担当
　　　　電話385-4987

屋外の水道メータ 冬期間は認定料金で

　平成18年度の水道事業会計及び下水道事業会計の事業は、管網整備や管渠整備を行うとともに、老朽化した機械及び設
備の更新を計画的に実施しました。
　一方、経営面では、収益的収支において維持管理経費の節減に努めたことなどにより、両会計とも純利益を計上するこ
とができました。この純利益は、企業債（借入金）の償還に充てるため積み立てをしました。また、資本的収支の不足額
は、積立金や減価償却費などで補てんしました。


