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※※ウォーターワークス【waterworks】…英語で「水道設備」「上水道」の意ウォーターワークス【waterworks】…英語で「水道設備」「上水道」の意岩手中部水道企業団広報紙

9 月 19 日、 豊沢川上流の水土里ネット豊沢

川の森で、 市民植樹祭が開催されました。 花

巻市内の小学生や関係団体の参加者約 200

名が協力して、 ミズナラやヤマツツジ等の苗

木を植樹しました。

岩手中部水道企業団
〒025-0004
花巻市葛第３地割１８３番地１
  ☎   0198-29-5377
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https://www.iwatetyubu-suido.jp/
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その他の収入
66億億7,2267,226万円万円

水道水を作り、届けるための収支 水道施設を整備するための収支

令和元年度決算は、10月 26日の企業団議会定例会で認定されました。
水道事業は、公営企業として独立採算の原則に基づき、お客様からお支払いいただく水道料金収入を主な財源
として運営しています。

※長期前受金戻入※長期前受金戻入
償却資産を取得する際に交付さ償却資産を取得する際に交付さ
れた国庫補助金等を、減価償却れた国庫補助金等を、減価償却
に伴い収益化するものに伴い収益化するもの

収入

60億
6,890万円

支出

6億8,025万円

建設改良費
5151億億1,5881,588万円万円

企業債償還元金企業債償還元金
1515億億4,0174,017万円万円

収入 支出

人件費
4億6,687万円

減価償却費等減価償却費等
2727億億2,1162,116万円万円

企業債支払利息
3億1,425万円

維持管理費維持管理費
1818億億8,6378,637万円万円

■収益的収入
60 億6,890 万円

■収益的支出
53 億8,865 万円

■資本的収入
31 億2,006 万円

■資本的支出
66 億5,605 万円前年度比

1.4%増
前年度比
0.9%増

前年度比
10.9%減

前年度比
7.1%増

収支不足額収支不足額
3535億億3,5993,599万円万円

長期前受金戻入※
66億億9,8349,834万円万円

水道料金水道料金
4646億億9,8309,830万円万円

国庫補助金等国庫補助金等
1515億億2,5092,509万円万円

借入金
99億億3,9703,970万円万円

構成市町出資金
66億億5,5275,527万円万円

収入の 77.4% を占め
る水道料金収入は、前
年度に比べ 1,406 万
円（0.3％）の増加と
なりました。

収支不足額は、減価償却費収支不足額は、減価償却費
などの現金支出を伴わないなどの現金支出を伴わない
損益勘定留保資金等で補て損益勘定留保資金等で補て
んしました。んしました。

受託工事費の増加など
により、前年度に比べ
4,554 万円の増加と
なりました。

老朽化した水道管や施
設の更新工事を実施す
るための財源として、
企業債の借入などを行
いました。

災害に強いライフライ
ンを構築するため、老
朽管を耐震性の高い水
道管に入れ替える更新
工事などを進めました。

31億
2,006万円 66億

5,605万
53億
8,865万円

収益的収支（消費税抜） （消費税込）資本的収支

委託料、修繕費、委託料、修繕費、
動力費など動力費など

令和元年度　岩手中部水道企業団水道事業会計

決算を報告します

※金額は端数処理し、万円単位にしています

当年度純利益

老朽化した水道管を更新しています。老朽化した水道管を更新しています。

水道管は法定耐用年数が 40 年となっていて、
1970年代以前に布設された水道管は強度が十分で
はないものが多く、耐震性の低さから地震などの際
に損傷し、断水等の事故につながる恐れがあります。
　企業団では、古くなった水道管は優先順位をつけ
て、地震に強い管（耐震管）への更新工事を進めて
いますが、現状では管路の全延長に対する耐震管の
割合は 16.3％（令和元年度末）にとどまっています。
これからも将来にわたって水道水の安定供給を続け
ていくために、老朽化していく管路の更新を進めて
まいります。

耐震管の布設工事

2 Water Works 第25号
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①暖房器具を使って、室内をゆっ
くり暖めてみましょう。（火災
には、十分注意してください。）
②凍結した蛇口や水道管に濡らし
たタオルなどを巻き付け、ぬる
ま湯をゆっくりかけてください。
ドライヤーの温風を当てること
も同様の効果があります。
※解凍に熱湯や火気を使うことは、水道管破損や火
災の原因となりますので、絶対におやめください。

今年もまた、寒い季節がやってきます。朝起きたら水道が使えず、慌てたことはありませんか？今年もまた、寒い季節がやってきます。朝起きたら水道が使えず、慌てたことはありませんか？
最低気温がマイナス４℃以下マイナス４℃以下になると水道管が凍結する恐れがあります。管が凍結する恐れがあります。
冬本番を迎える前に、水抜き栓の操作方法を確認するなど、早めの点検と対策を行いましょう。冬本番を迎える前に、水抜き栓の操作方法を確認するなど、早めの点検と対策を行いましょう。

　水抜き栓は、水道管の中の水を抜き、凍結による
損傷を防ぐために設けられています。毎年、操作を
誤ることで思いもよらない高額な水道料金となる事
例が発生しています。操作は確実に行ってください。

▶水抜き栓の操作が不十分だと…
水抜きハンドルを回し切らず中途半端にする
と、常に地中に水が流れる状態になり、水道料
金が発生してしまいます。この場合の料金はお
客様の全額負担となりますので、水抜きハンド
ルは必ず回し切ったことを確認してください。

電動式水抜き栓をご使用の場合、詳しい操作方
法はメーカーの取扱説明書をご確認ください。

　企業団指定給水装置工事事業者へご依頼ください。
アパート、借家の場合は仲介不動産業者や大家さん
にご相談ください。
※解凍にかかる費用及び凍結破損により発生した水
道料金は、お客様のご負担となります。
　指定給水装置工事事業者の一覧は、４～５ページ
に掲載しています。

水道管の凍結に注意！

　メーターボックスが風当たりの強い場所や日の当
たらないところにあると、メーターが凍結し破損す
ることがあります。
　冷気の受けやすい場所にあ
るメーターボックスには、保
温材などを詰め、凍結防止に
努めてください。

　露出している水道管には水道管凍結防止帯（凍結
防止ヒーター）が有効です。ご使用の際は、「取扱
説明書」をご確認ください。また、忘れずに通電し
ましょう。

長期間留守にする場合

水抜き栓の操作は確実に！

凍結したときの解凍方法

水抜き栓以外の凍結防止対策

水道メーターにも凍結防止対策

解凍できない場合は？

　入院や施設の入所などでご自宅を長期間留守にす
る場合は、水道の契約を中止することができます。
　中止のご連絡をいただかないと、水道を使用して
いなくても基本料金がかかります。また、漏水や冬
期間の凍結破損に気づかずに放置すると、料金が高
額になってしまうケースもあります。
　水道を使わなくなる３営業日前までに水道お客様
センターまでご連絡ください。

平日・土曜　午前８時30分～午後５時15分
（土曜日は電話受付のみ）

0197 - 64 - 7570北　上 ☎
0198 - 24 - 2175花　巻 ☎
019 - 676 - 2810紫　波 ☎

■営業時間

※日曜・祝日・年末年始(12/29～1/3)は休業します

■水道お客様センター電話番号

■ハンドル式水抜き栓の操作方法
①水抜き栓を「閉」の方向に止まる
　まで回す
②蛇口を開けて水を流す
③水が出なくなったら蛇口を閉める

※止まる位置まで
しっかり回します

３Water Works 第25号
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　新築や増改築などに伴って水道を新設する場合や、
修理、改造、撤去する場合は、必ず指定給水装置工
事事業者に依頼してください。
　北上市、花巻市、紫波町外の事業者については、企
業団ホームページをご覧いただくか給配水課にお問
い合わせください。
※この情報は令和２年11月1日現在のものです。

岩手中部水道企業団
指定給水装置工事事業者一覧

■北上市内（70社）

事業者名 住所 (50音順） 電話番号

㈾センダ工業 更木 0197-71-3634

㈲及川水道 下江釣子 0197-73-5062

㈲蔵屋敷住設 下江釣子 0197-71-7771

菊池タイル 立花 0197-64-1071

㈱昭和管工 常盤台 0197-64-5035

丸片機水工業㈱ 常盤台 0197-63-7774

やえがし 常盤台 0197-64-5484

清水設備 滑田 0197-77-3843

ホームサービスジュウセツ 成田 0197-71-3370

㈲アクアライフ 二子町 0197-81-6900

㈲岩手浄化槽工業 二子町 0197-62-6920

菊設備 二子町 0197-66-4439

ナガサカ設備工業㈱ 二子町 0197-81-6577

高橋建設㈱ 本石町 0197-65-2131

㈲岩手北菱サービス 本通り 0197-64-5338

内田工事㈱ 孫屋敷 0197-64-7213

㈲中神工務店 孫屋敷 0197-63-3611

北海建設工業㈱ 町分 0197-63-7855

㈱エネシス北上 村崎野 0197-72-6308

㈱小原建設 村崎野 0197-66-3125

タカハン 村崎野 0197-71-1833

㈱ティ．エム．プラテック 村崎野 0197-71-1172

プラント工業㈱ 村崎野 0197-66-4085

北桜設備㈱ 村崎野 0197-62-5222

㈱丸金工業 柳原町 0197-64-7111

岩手基礎工業㈱ 流通センター 0197-68-2181

㈱近藤設備 流通センター 0197-62-5090

㈱菊与建設 若宮町 0197-63-4825

㈲小田島道路 和賀町岩崎 0197-73-8213

小田嶋設備 和賀町岩崎新田 090-7520-1390

瀬川設備工業 和賀町岩崎新田大和 0197-73-6797

高橋水道㈲ 和賀町竪川目 0197-72-3081

照井水道工事店 和賀町竪川目 0197-72-2015

㈱和賀町プロパン 和賀町長沼 0197-73-5011

㈲小松組 和賀町藤根 0197-73-6324

住建 和賀町藤根 0197-73-7817

大豊 和賀町藤根 0197-73-8539

㈱中野商店 和賀町藤根 0197-73-5328

㈱フジネ建設 和賀町藤根 0197-73-5325

マルケイ建設㈱ 和賀町藤根 0197-73-5331

㈱ライフ花北 和賀町藤根 0197-71-7610

㈱あぶらや商店 和賀町横川目 0197-72-2126

郡造園土木㈲ 和賀町横川目 0197-72-2483

事業者名 住所 (50音順） 電話番号

㈲川口設備 相去町 0197-67-4222

昆土建 相去町 0197-67-1607

メンテナンスササキ 相去町 0197-67-2695

菊地設備サービス 稲瀬町 0197-64-7020

㈲新田設備 稲瀬町 0197-64-6851

フジコウ住設 稲瀬町 0197-64-5611

㈲阿部設備工業 上野町 0197-64-1477

菊池設備 上野町 0197-65-1264

㈱みちのく設備 上野町 0197-72-5802

南部電気工事㈱ 大堤北 0197-67-5252

ナカムラ設備 大堤南 0197-62-6757

北上設備 鬼柳町 0197-67-3662

㈱エレン 鬼柳町 0197-72-6428

㈲協同工業 鬼柳町 0197-67-3445

㈱ホクセイ建設 鬼柳町 0197-67-1781

㈱まるも 鍛冶町 0197-65-2231

㈱ヤエガシ 鍛冶町 0197-64-4271

㈲システムプラザいとう 上江釣子 0197-77-2818

かしわば設備工業所 北鬼柳 0197-77-4142

㈲佐藤設備 北鬼柳 0197-64-1571

花田設備㈱ 北鬼柳 0197-71-5224

三田設備 北鬼柳 0197-64-4072

㈱地水 口内町 0197-71-4300

㈲フジデン総設 九年橋 0197-63-3626

㈱黒川工務店 黒沢尻 0197-62-6430

㈲日報産業 黒沢尻 0197-64-4326

江釣子電業㈱ さくら通り 0197-64-2310

Water Works 第25号
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事業者名 住所 (50音順） 電話番号

㈲小田島鉄工所 上平沢 019-673-7655

小田中水道工事店 上平沢 019-673-7910

㈲加藤水道工業所 高水寺 019-672-3226

㈲笹原組 高水寺 019-671-1711

紫波建設㈱ 高水寺 019-672-3711

岡崎建設㈱ 桜町 019-676-5660

橘建設㈱ 桜町 019-672-4411

㈱富岡鉄工所 桜町 019-672-2303

㈲山下タイル工業 桜町 019-672-2404

㈱カワイ 土舘 019-656-9045

㈱遠山産業 遠山 019-676-4111

㈱小松組 日詰 019-676-3163

佐々木建設㈱ 日詰 019-676-3610

事業者名 住所 (50音順） 電話番号

㈲花巻水道工業所 東町 0198-23-4016

㈲福岡商店 東町 0198-23-3435

㈱三田商会 御田屋町 0198-22-3030

㈱阿部電機商会 鍛治町 0198-23-5268

成和建設㈱ 金矢 0198-27-2636

大和建設㈱ 金矢 0198-27-3611

㈲花巻電機工業所 上諏訪 0198-23-3012

花住ホーム㈱ 材木町 0198-22-3940

花巻ガス㈱ 材木町 0198-22-3633

㈲高孝 里川口町 0198-24-8211

藤田工業㈲ 下北万丁目 0198-23-7698

㈲岩花工業所 下小舟渡 0198-24-3070

花南水道土木㈱ 下根子 0198-22-3988

㈲東設備 高木 0198-24-5429

㈱鎌田商会 田力 0198-26-3188

ウォーターワークステルイ 中根子 0198-22-7017

㈲工藤工業 中根子 0198-22-3059

伸和設備 中根子 0198-24-6001

㈱拓三建設 中根子 0198-24-7343

㈲平賀建設 中根子 0198-23-2482

㈱鈴木鉄工所 二枚橋 0198-26-3600

ヤエガシ電器 二枚橋 0198-26-4163

湯本水道工業㈲ 二枚橋町大通り 0198-26-3232

㈲佐藤建設 二枚橋町南 0198-30-2267

㈲高龍工務店 糠塚 0198-27-3342

㈱理水興業 星が丘 0198-23-5395

マルイワ電機住設 松園町 0198-24-2438

㈲三和空調サービス 本館 0198-22-5684

三和設備工業㈱ 本館 0198-22-3281

花北設備工業㈱ 本館 0198-24-3254

㈱畠山冷機工業所 山の神 0198-23-2111

SS ホーム設備㈱ 湯本 0198-27-4447

㈱ササトウ住工 若葉町 0198-23-3346

ダイイチ住設サービス 若葉町 0198-22-5693

㈲佐々州建築 大迫町大迫 0198-48-2201

㈱佐藤組 大迫町大迫 0198-48-3311

森田建設㈱ 大迫町大迫 0198-48-2843

山瀬商会 大迫町大迫 0198-48-2526

㈲モリエン 大迫町亀ヶ森 0198-48-3442

㈲大迫工業 大迫町外川目 0198-48-3437

㈲佐藤型枠工業 大迫町外川目 0198-48-2133

㈱宮商 大迫町外川目 0198-48-2345

㈲小田嶋設備工業 石鳥谷町上口 0198-45-5583

事業者名 住所 (50音順） 電話番号

高田工業㈱ 石鳥谷町上口 0198-45-3324

石鳥谷工業㈲ 石鳥谷町好地 0198-45-2448

岩長商店 石鳥谷町好地 0198-45-3360

㈲神山工業 石鳥谷町好地 0198-45-6406

㈲小村田機械 石鳥谷町好地 0198-45-2420

㈲ヤマモト 石鳥谷町好地 0198-45-2140

宇忠工業 石鳥谷町滝田 0198-47-2737

佐藤設備 石鳥谷町戸塚 0198-47-2381

㈲岡田設備 石鳥谷町新堀 0198-45-2886

高北設備工業 石鳥谷町新堀 0198-45-6034

㈱トラストリーエンジニア 石鳥谷町八幡 0198-45-6697

㈱長澤工務店 石鳥谷町八幡 0198-45-4416

㈲藤原商店 石鳥谷町八幡 0198-45-3305

㈲ミタカ住設 石鳥谷町八幡 0198-45-5896

㈱佐賀建設 石鳥谷町南寺林 0198-26-3800

菅原エンジニア興業 石鳥谷町八重畑 0198-47-2244

㈱大久保建設 東和町安俵 0198-42-4000

多田工業所 東和町北成島 0198-42-3174

㈲小原組 東和町土沢 0198-42-4618

㈲ササチュウ 東和町土沢 0198-42-3328

菅原建設㈱ 東和町土沢 0198-42-2815

■花巻市内（64社）

■紫波町内（13社）
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　受水槽所有のお客様は、定期的な水槽の清掃及び
施設の点検・整備、水質検査等を行っていただき、
水質の安全確保に努めるようお願いします。

　企業団布設の配水管から分岐した蛇口までの給水
管と、これに直結する止水栓、水道メーター、蛇口
などの給水用具を合わせたものをいいます。
※水道メーターは企業団がお客様に貸与しているものです

　水道メーター以降（宅内側）で漏水している場合
は、お客様から指定給水装置工事事業者へ修理を依
頼してください。
　分岐から水道メーターまでの間の漏水は、企業団
の負担で修理を行います。ただし、宅地内の特殊な
構造物（タイルなどの特殊舗装、植栽、門塀など）
の復旧については、お客様のご負担をお願いするな
ど、一定の要件があります。

■給水装置とは？ ■メーター以降の漏水はお客様の修理区分です

■受水槽の管理

企業団 お　客　様お　客　様給水装置の
所有・管理区分

給水装置はお客様の所有物です。給水装置はお客様の所有物です。
止水栓筐、メーターボックスなど適切な管理をお願いします。止水栓筐、メーターボックスなど適切な管理をお願いします。

漏水時の修理区分 企　業　団お 客 様 お　客　様

　鉛製給水管（以下、鉛管）は、柔らかく加工や修
理が容易なことから、古くから全国的に使用されて
きました。しかし、腐食による漏水が多く、また、
健康への影響が懸念されることから、現在、新たに
使用されることはありません。
　鉛管を使用しているご
家庭などでは、朝一番に
水道を使う場合や旅行な
どで長期間水道を使わな
かった場合、水道水が滞
留し一時的に水道水中に
溶出した鉛の濃度が高く
なることがあるため、バ
ケツ１杯程度（約５㍑）
の最初の水を洗濯や散水など飲み水以外の用途にお
使いになることをおすすめします。
　鉛管が使用されている可能性があるのは、花巻市
内では平成６年、北上市内では昭和61年、紫波町
では昭和60年よりも前に設置された一部の給水管
です。
　自宅で鉛管を使用しているかどうかに関しては、
給配水課へお問い合わせください。

鉛製給水管について

給水装置の管理について

メーターボックス周りの除雪に
ご協力ください

水

　冬期間も確実にメーター検針ができるよう、検
針時期になりましたらメーターボックス周りの除
雪にご協力をお願いします。
　長期間検針ができないと漏水の発見が遅れ、料金
が高額になる場合もございますので、ご注意くださ
い。
　やむを得ず検針できなかった場合は、過去の使用
水量を基に認定水量として請求になりますが、翌月
以降検針ができた時に、実際の使用水量との差を精
算します。

お問い合わせ
給配水課
☎ 0198-41-5317
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　7月 14日に岩手県石油商業協同組合北上支部と
8月 27日に同花巻支部と、大規模災害に備えた石
油類燃料の確保及び供給に関する協定をそれぞれ締
結しました。この協定は、地震などが発生した際に、
水道水を安定的に供給するため、水道施設や給水車
等の石油類燃料の優先確保等を目的としています。

災 害 時 の 水 安 定 供 給 を 目 指 し て

水道ニュース

協 定 を 締 結 し ま し た

企業団では、水道事業の目指すべき理想像の実現
に向け、平成 27年度に策定した岩手中部水道企業
団水道ビジョンを改訂することにしました。
　この岩手中部水道企業団水道ビジョン改訂版（案）
について、住民の皆さんからご意見を募集します。
■募集期間
令和２年 11月 16日（月）から
　令和２年 12月 15日（火）まで
■公表方法
構成市町のホームページまたは企業団ホームペー
ジからダウンロードできるほか、企業団事務所、水
道お客様センター（北上、花巻、紫波）で閲覧でき
ます。

■提出方法
①住所、②氏名、③電話番号、④意見、を明記し、
持参若しくは郵送、FAX 又は Eメールで下記へ提
出してください。
■お問い合わせ・提出先
〒 025-0004
　花巻市葛 3-183-1
　岩手中部水道企業団経営企画課
　電話　　　0198-41-5316
　FAX　　　0198-26-3307
　Eメール　kigyodan@iwatetyubu-suido.jp

岩手県石油商業協同組合北上支部との協定締結式（7月 14日）

岩手中部水道企業団水道ビジョン改訂版（案）
についての意見を募集します。

令和 3年度採用　岩手中部水道企
業団職員を募集します（追加募集）

　令和３年度に採用する岩手中部水道企業団職員採
用試験を実施します。

■試験日

令和 3年1月17日（日）

試験職種試験職種
採　用採　用
予定数予定数

受験資格受験資格

一般職 1名

平成 2年４月２日以降に
生まれた方で、学校教育法
による高等学校を卒業ま
たは令和3年３月31日ま
でに卒業見込みの方

■試験職種及び採用予定数

■会　場
　花巻市交流会館

　令和 2年 12月25日（金）必着

お問い合わせ
　総務課　☎ 0198-41-5315

■申込み受付期限

■申込み方法
　企業団総務課へ郵送または持参

■受験案内・申込書
①直接入手
　岩手中部水道企業団事務所にて配布します。
②インターネットによるダウンロード
　企業団ホームページにてダウンロードできます。

岩手県石油商業協同組合花巻支部との協定締結式（8月 27日）
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※前回発行広報紙（第24号・令和 2年7月発行）のクイズの答えは、③紫波町でした。
　応募総数123名の中から抽選により５名の方へ賞品をお送りしました。たくさんのご応募ありがとうございました。

【応募方法】　はがきに (1) クイズの答え、(2) アン
ケートの回答、(3) 郵便番号・住所、(4) 氏名、(5)
電話番号、(6) 水道に関するご意見や本広報紙の感
想をお書きのうえ、〒 025 － 0004　花巻市葛 3
－ 183 － 1岩手中部水道企業団「読者アンケート
係」へお送りください。

【締切】　令和２年 12月 18日 ( 金 ) 当日消印有効

※当選者の発表は発送をもって代えさせていただき
ます。お客様からいただいた個人情報は、賞品の発
送のみに使用するもので、お客様の承諾なく第三者
に提供することはありません。
クイズとアンケートにお答えいただいた方の中から
抽選で５名様に図書カード（1,000 円分）をプレゼ
ント

クイズ ＆ アンケート

【前回発行広報紙のアンケート結果】
水道水をどのようにして飲むことが多いですか？
①そのまま飲む ..................................57.9%
②沸かしてから飲む .........................25.6%
③冷やしてから飲む ...........................7.4%
④その他 ..................................................9.1%

Ｑ

携帯電話で右記の２次元コードを読み取ると、
企業団ホームページをご覧になれます。

　企業団が発注する競争入札・見積りに参加を希望
する方は、「競争入札参加資格審査申請書」を提出
してください。
　申請様式及び提出要領は企業団ホームページから
ダウンロードできます。
■今回の申請における見直しについて
・ 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、持参で
の受付は行いません。
 ・ 対象業種②③で令和元・２年度の参加資格を有す
る方は有効期間の終期を１年延長するため、今回
の申請は不要です。
■受付期間
　令和 3年 2月 1 日（月）から
　令和 3年 2月26日（金）まで

競争入札参加資格審査申請の受付

■対象業種
　①建設工事
　②建設関連業務
　③物品などの買入れ・役務の提供
※今回対象業種②③に申請が必要な方は、令和３
年度に新規登録を希望する方又は参加業種の追加
を希望する方です。
■有効期間
　対象業種①令和３・４年度　同②③令和３年度
■受付内容
　（１）新規登録
　（２）業種の追加
■提出方法
　郵送

お問い合わせ・提出先

サテライトオフィスを開設します

　新型コロナウィルス感染拡大防止のため、11月
1日から花巻市交流会館２階第３会議室にサテライ
トオフィスを開設し、経営企画課が業務を開始しま
す。
　これに伴い、サテライトオフィスを含む企業団事
務所内の各課への直通電話番号を新たに設けました。

※代表番号に電話をかけた場合、音声ガイダンスに
よる案内が流れますので、ガイダンスに従って番号
を押していただくと、各担当に繋がります。

【直通電話番号】
　総務課　　　　　　0198-41-5315
　経営企画課　　　　0198-41-5316
　給配水課給水係　　0198-41-5317
　給配水課配水係　　0198-41-5318
　工務課　　　　　　0198-41-5319

【代表電話番号】
　0198-29-5377

総務課
（0198-41-5315）

▶クイズ ..................................................................
Ｑ．表紙写真のイベントは何という川の上流で行
われたでしょうか？
　①稗貫川　　②豊沢川　　③猿ケ石川

▶アンケート ..........................................................
Ｑ． ご家庭で災害に備えて、飲料水を備蓄してい
ますか？
　①している　　　②特にしていない
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