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漏水調査・漏水の情報提供 にご協力ください漏水調査・漏水の情報提供 にご協力ください
漏 水 調 査

老朽化した水道管などの更新

約66億円

６月１日から７日は水道週間です。 令和４年度予算における主な取組をお知らせします６月１日から７日は水道週間です。 令和４年度予算における主な取組をお知らせします

　水道週間は、水道の現状や課題について国民の理解と関心を高め、今後の水道事業の取組につ
いて協力を得るための週間として、厚生労働省により定められたものです。
　上下水道局では、安心・安全でおいしい宇都宮の水道水をより多くの市民の皆さんに知っていた
だくため、図書館や市民ホールなどでの展示や局主催のイベントを通して、周知活動を行っています。
　今後も水質管理の徹底や災害・事故に強いライフラインの整備に努めてまいりますので、水道事
業へのご理解・ご協力をお願いします。

　単独処理浄化槽や、くみ取りトイレを
お使いの方は、環境にやさしい合併処
理浄化槽への入れ替えをお願いします。
　５人槽の場合、最大で８４５，０００円の
補助を受けることができます。

経営企画課 ６３３－3230問

　上下水道局では、漏水を早期に発見するため、定期的に漏水調査を行ってい
ます。漏水調査は原則道路で行いますが、必要に応じて、お客様の敷地内にあ
る水道メーターで確認する場合があります。
　その際には、上下水道局が発行する身分証明書と腕章を付けた調査員がお
伺いしますので、ご協力をお願いします。

経営企画課　企画財政広報グループ ６33-3230問

経営企画課　企画財政広報グループ ６33-3230問
水質管理課　計画指導グループ ６３３－2001問

台所や風呂などで使われた生活雑排水が処理されず
そのまま放流

環境負荷大

くみ取り
トイレ 単独処理

浄化槽

し尿のほか、台所や風呂などで使われた生活雑排水を
きれいにして河川などに放流

環境負荷小

合併処理
浄化槽

　安全で安心なおいしい水道水
をお届けするため、水道施設の
耐震化や老朽配水管の更新など
に取り組みます。

下水道管などの整備

約53億円
　下水を適正に処理し、快適な
生活環境を確保するため、下水
道施設の整備や耐震化、老朽化
対策などに取り組みます。

〒320-8543　宇都宮市河原町1番41号　宇都宮市上下水道局経営企画課

各種お申し込み先

■日　時

■内　容　　

■対　象

■定　員
■場　所
■申　込　　
　

令和4年8月5日（金）  9：30～11：30または
13：30～15：30　※新型コロナウイルス感染防止
のため、２回に分けて実施します

水の循環や環境保全について、
実験を交えた体験型講義を実施します
市内に在住または通学している
小学生とその保護者
各時間1０組（合計20組） 定員を超えた場合は抽選
宇都宮市上下水道局
必要事項（住所・参加者全員の氏名・ふりがな・電話番
号・学校名・学年・希望時間）を明記の上、令和4年
7月1日まで（必着）に、郵送またはＷＥＢでお申
し込みください

■申　込　　
　

登録をご希望の方は、電話またはＥメールでお問い合わせください

NEWS.3 宮の水サポーター

■内　容

■実施時間　　
■対　象

■申　込　　
　

上下水道のしくみや役割についての正しい知
識を養い、水の循環と環境保全への意識を高
めることを目的としたオンライン講座
１講座１時間程度
市内に在住か通勤通学している、１０人以上で
構成された団体
開催希望日の１カ月前までに、電話または
WEBでお申し込みください

　自治会やサークルなど、希望する団体の皆さんを対象
にしたオンライン講座を実施しています。また、市内の小
学４年生を対象に、各学校でのオンライン講座も実施して
います。（小学生対象の講座については学校を通して受付）
※オンライン環境がない場合は、職員派遣の講座も可能です

　上下水道事業に対する理解を深めていただくとともに、お客様から上下水道について日頃
より感じていることについてご意見をいただくため、「宮の水サポーター」を募集しています。皆
さまからのご意見は、今後のより良い上下水道事業運営の参考にさせていただきます。
　ご登録いただいた方には、会員様限定のオリジナルグッズをプレゼントいたします。また、
上下水道局が主催するイベントに優先的にご参加いただくことができます。

調査中！！

お申し込み
お待ちして
います！！

「新着情報」を
ご確認ください

NEWS.1 上下水道オンラインセミナー NEWS.2 上下水道サマーセミナー

WEB 郵送

申込方法や対象地区、補助の条件などは、お問い合わせください。

宇都宮市上下水道局　予算 検索

詳しくはホームページをご覧ください。

道路上の漏水道路上の漏水

道路（舗装）の切れ目
から水が出ている

メーターボックス内に
水が溜まっている

宇都宮市  指定工事店一覧 検索

漏水の情報提供

水道管理課　配水管理センター ６16－1331問

宅地内の漏水宅地内の漏水

　上記の写真のような、漏水と思われ
る状況を発見した時は、お手数ですが、
配水管理センターまでご連絡ください。

　上記の写真のような、漏水と思われ
る状況を発見した時は、お手数ですが、
配水管理センターまでご連絡ください。

指定工事店にご相談ください。

お客様負担で修繕する範囲 上下水道局負担で修繕する範囲

⇨配水管理センターまでご連絡ください。

配水管止水栓バルブメーター

メーターボックス

設置補助制度を利用して合併処理浄化槽に入れ替えましょう！設置補助制度を利用して合併処理浄化槽に入れ替えましょう！
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