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■ 令和４年新春のご挨拶          企業長 中村
なかむら

 貴
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久
ひさ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
あけましておめでとうございます。 
皆さまにおかれましては、新春を健やかにお迎えのこととお慶び申し上げ

ます。 
昨年７～8月には、新型コロナウイルス感染拡大により 1年延期された東

京オリンピック・パラリンピックが無事に開催されました。また、夏場には、
感染者の爆発的な増大もありましたが、ワクチン接種の加速などにより秋か
ら冬にかけて感染者は激減いたしました。医療従事者をはじめ関係者のご尽
力に敬意を表します。 
現在、新型コロナウイルスについては、オミクロン株の感染が急拡大して

いることから、当企業団では引き続き気を緩めることなく感染防止に努めてまいります。 
また、10月には和歌山市の水管橋が崩落するという、重要なライフラインを担う水道事業者にとっ

ては大変ショッキングな事故が起こりました。当企業団では、この事故を受け、直ちに全ての水管橋
の緊急点検を行い、安全を確認したところでございますが、万一に備え、当企業団の水管橋が破損し
たという想定で、構成団体の職員の方にもご協力いただき、12月に災害対応訓練を実施。迅速かつ的
確な対応ができるよう確認いたしました。 
今年も引き続き、災害に備えるため、下原・夫婦石系幹線管路整備を加速するとともに、平成 30年

度から着手している福岡導水施設地震対策事業についても、事業主体である(独)水資源機構と協力し
て事業の早期完了に努めてまいります。 
また、牛頸浄水場の維持管理の強化にも、新たに取り組んでまいります。 
さらに、供用開始後 15 年以上が経過した海水淡水化センターについても、更なるコスト削減や環

境負荷低減等を考慮しながら設備更新の検討を進めてまいります。 
令和 2年よりコロナ禍で水源地域との交流が難しい状況が続いておりますが、水源地域や流域の皆

さまへの感謝の気持ちを忘れることなく、いただいている恵みの水により福岡都市圏の安心で快適な
住民生活を支える安全で良質な水道用水を安定的に供給するため、職員一丸となって取り組んでまい
ります。 
今後とも、皆さまのご支援、ご指導をよろしくお願いいたします。 
皆さまにとって、今年が良い年となることを祈念いたしまして、年頭の挨拶とさせていただきます。 
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 
 

 

企業団キャラクター 
ピュータくん この「ふくすいき～福水企～」通信は、福岡地区水道企業

団、各構成団体などの情報交換のために毎月発行しています。 
 発行：福岡地区水道企業団 総務課 

福岡市南区清水四丁目 3-1 
TEL 092-552-1731(代) 

令和４年１月号 

イベント等の詳しい情報等が得られるように、タイトルには 
できる限り URLを埋め込んでいます。↗▒（埋め込みマーク） 
また、印刷物は QRコードからアクセスできます。 
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■ 企業団・構成団体の動き  
 
●「筑後川のめぐみフェスティバル」水道アンケートの結果〔10/16（土）・17（日） 福岡市
役所ふれあい広場〕 
令和３年 10月 16日、17日に福岡市役所西側ふれあい広場において、福岡都市圏広域行政事業組

合主催で開催された「筑後川のめぐみフェスティバル」で当企業団のブースに来場された方に対する
水道アンケートの結果をまとめましたので報告します。 
 
設問１ 回答者について（回答者数 1,073人） 
        【住所別】               【年代別】 

設問２ 福岡都市圏の水道水の 1/3は「筑後川からの水」と知っていましたか？ 
 【住所別】 

都市圏水道水の１/３が筑後川の水であ
ることを知っている人は、全体で 59％。 
 住所別に見ると福岡市内で 60％、都市
圏で 63％、筑後川流域は 71％。 
 年代別で見ると年齢が高い方が周知率
が高くなっています。 
 
 

【年代別】 

 
 
 
 
 
 
 
 単位:人 

単位:人 

単位:人 

(37%) (63%) 

(40%) (60%) 

(29%) (71%) 

(25%) (75%) 
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設問３ 筑後川の水や海の水から福岡都市圏の水道水の 1/3 をつくっている「福岡地区水道企業団」
を知っていましたか？ 

企業団を知っている人は 38％でした。 
都市圏水道水の 1/3 が筑後川の水であ

ることを知っている人が 59％であった
のに比べると、企業団の知名度はまだま
だのようです。 

 
 

 
設問４ 福岡市東区奈多に海の水から真水をつくる国内最大の海水淡水化センター（愛称：まみずピ
ア）があるのを知っていましたか 

海水淡水化センターがあるこ
とを知っている人は 39％でした。 

 
 
 
 
 
 

設問５ 普段どのようにして水道水を飲んでいますか 
普段の水の飲み方では、「そのまま飲む」

は 29％で、「浄水器を通して」が 43％、
「飲まない」が 15％、「湯冷まし」が 13％
でそのままでは飲まない人が 71％とな
っています。 
特に「浄水器を通して」の割合が 43％

と高く、カルキ臭抜きなどの家庭で処理
した水の利用が多いようです。 

 
 

設問６ 災害に備えて水を準備していますか？（災害時には 1人 1日に 3ℓ、3日分の水が必要とい
われています。） 

災害に備えての水の備蓄については、
備蓄している人は 44％でした。 
過半数の人は、災害への備えが十分と

は言えないようです。                          
 
 
 

 

＜総務課 田子森＞ 
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■ 水源地域との交流事業 

２月の予定    

●福岡地区水道企業団災害対応訓練〔12/14（火）企業団本庁舎他〕 
 当企業団では、大野城市にもご協力いただき、災
害等を想定した対応訓練を実施しました。 

 今回は、大野城市の 雉子ヶ尾
き じ が お

配水池への送水管
（水管橋）で漏水事故が発生した想定の下、午後か
ら訓練を開始しました。 
 幹部・各課への情報伝達、災害対策本部の設置、
構成団体への緊急連絡、各課の初動対応といった手
順を確認しながら訓練を進めました。 
 牛頸浄水場、水質センター及び海水淡水化センタ
ーについては、web 会議システムを使用し参加し
ました。 
 大野城市の方には、実際に電話や FAX 送信など
の情報伝達に参加いただき、また、構成団体の皆さまには緊急連絡メールへの返信などにご協力いた
だきありがとうございました。 
 今回の訓練結果を活かし、災害対策の充実を図ってまいります。     ＜計画調整課 松尾＞ 
 
 
 
 
 
●大山ダム水源地域上下流交流事業(植樹祭)【参加します】〔2/19（土）大分県日田市大山町〕 
筑後川上流域の日田市大山町において、毎年、大山ダ

ム水源地域上下流交流事業実行委員会の主催により、
上下流域の住民や関係団体が交流と親睦を深めるとと

もに、田来
た ら い

原
ば る
美しい森づくり公園の環境整備を行うた

め、植樹祭や交流会が開催されています。 
令和元年度と令和 2 年度は、新型コロナウイルス感

染防止のため中止となりましたが、今年度は開催され
る予定です。 
当企業団は、福岡都市圏の住民、企業団構成団体及び

福岡都市圏広域行政事業組合の職員とともに参加しま
す。参加される構成団体の皆さん、当日の作業をよろ
しくお願いします。      ＜総務課 田子森＞ 

 日    程  令和４年２月 19日（土） 
 開 催 場 所   大分県日田市大山町 

田来原美しい森づくり公園 
 

 
 
 

訓練の様子（災害対策本部） 

田来原美しい森づくり公園 

大山ダム 
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■水源地域の主なイベント 【お出かけください】 
 1月、2月の予定 

 
 
 
 

●三夜さま（月読
つきよみ

神社大祭）〔１/23（日）～25（火）久留米市田主丸町〕↗▒ 
（公益財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会から情報提供いただきました） 
毎年 1月 23日から 25日までの 3日間行われる「三夜さま」は月読神社の祭礼です。 

月読神社の御祭神は、月読
つきよみの

尊
みこと
であり、古来から目の神様として信仰され、先を読むということか

ら、開運の神や厄除けの神として崇拝されてきました。 
目に霊験あらたかということから、 樹木の芽もよく出るよう

にと願いが込められ、沿道で地元の植木や苗木も販売されます。 
また、潮の干満が月の引力により引き起こされることから、安

産、海上安全、五穀豊穣、大漁にもご利益があるとされています。 
大祭が開催されるこの時期は、植木苗木をはじめ、多くの露店

が立ち並び、大勢の参詣者で賑わいます。 
日    程   令和 4年１月 23日（日）～25日（火） 

  開 催 場 所   月読神社（久留米市田主丸町田主丸 546-2） 
  問い合わせ先  久留米観光コンベンション国際交流協会田主丸事務所 

TEL 0943-72-4956  FAX 0943-72-4959 
 
●第 17回久留米植木まつり〔2/4（金）～2/22（火）久留米市百年公園〕 
（公益財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会から情報提供いただきました） 
久留米市の植木・苗木業は、江戸時代（元禄年間）に始ま

り、300年を超える伝統あるもので、全国に誇れる一大産地
となっています。 
期間中、久留米市の植木苗木の業者が一堂に会し、松、梅、

ツツジ、サツキなどたくさんの植木・苗木・鉢物などの展示
販売が行われます。 
また、緑の相談コーナーも開設され、植物の育て方などの

相談ができます。 
日    程  令和 4年 2月 4日（金）～22日（火） 

  開 催 場 所   久留米百年公園（久留米市百年公園 2432-１） 
  駐   車   場  無料（久留米百年公園内 500台） 

問い合わせ先  久留米植木まつり実行委員会事務局 
（久留米市田主丸総合支所産業振興課内） 

TEL 0943-72-2110  FAX 0943-73-2288 

  

https://welcome-kurume.com/events/detail/17d20d03-f791-4cff-a687-1e9380193327
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●第 30回筑後吉井おひなさまめぐり〔2/11（金・祝）～4/3（日）うきは市吉井町〕 
（うきは市から情報提供いただきました） 
江戸時代、有馬藩の城下町久留米と天領日田を結ぶ豊後街道の

宿場町として栄えたうきは市吉井町。その面影が今も残る風情あふ
れる白壁土蔵の街並みを背景に、町内の旧家をはじめ、町在住者が
所有する江戸時代から現在までの豪華なものから珍しいもの等数
多くのおひなさまが、各家々や商店、公共施設に展示されます。 
白壁土蔵の街並みをゆっくりと散策しながら、おひなさまめぐ

りを楽しんでください。 
日    程  令和 4年 2月 11日（金・祝）～4月 3日（日） 

  開 催 場 所  うきは市吉井町 
  問い合わせ先  観光会館「土蔵」TEL 0943-76-3980 
 
●第 42回日田おおやま梅まつり〔2/13（日）～3/13（日）大分県日田市大山町〕 
（日田市から情報提供いただきました） 
日田おおやま梅まつりは、皆さんに春を運んできます。 
西大山の「おおくぼ台梅園」では約 6,000本、東大山の「ふるや台梅園」では約 3,000本の梅の花

が次々に咲き誇り、梅の香りがいたるところに漂います。 
まつり期間中は、無料で両梅園が開放され、梅園散策が楽しめるほか、フォトコンテストなど、多

彩な催しが行われます。 
２月 27日（日）には「おおくぼ台梅園」で、豊作祈願や緑花木の無料配布などが行われます。 
“梅の里おおやま”ならではの素朴で温かい催しが、毎年ファンを楽しませます。 
桃源郷のような景色を楽しみながら、ゆったりとした時間をお過ごしください。 

  日    程  令和４年 2月 13日（日）～3月 13日（日） 
  開 催 場 所  おおくぼ台梅園・ふるや台梅園（大分県日田市大山町） 

問い合わせ先  大山まつり実行委員会（事務局：日田市大山振興局） TEL 0973-52-3101 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

  

梅娘による豊作祈願の様子 満開の梅の花 

http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/imgkiji/pub/Detail.aspx?c_id=17&id=126&type=top
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●第 39回天領日田おひなまつり〔2/15（火）～3/31（木）大分県日田市〕  
（日田市から情報提供いただきました） 
江戸幕府の西国筋郡代の役所が置かれ、九州随一といわれるほどの

繁栄を極めた天領日田。 
掛屋を中心とする豪商たちが活躍し、町人文化が花開いた日田の旧

家には、京都や大阪で買い求めた絢爛豪華なひな人形やひな道具の
数々が今も残されています。 
おひなまつりの期間中、豆田町や隈町の旧家や資料館では、ひな人形

やひな道具が一斉に展示・公開されます。 
 春のひととき、昔ながらの町並みに風情を感じながら、ゆったりとお
ひな探しに出掛けてみませんか。 

日    程  令和４年 2月 15日（火）～3月 31日（木） 
  開 催 場 所  大分県日田市豆田町、隈町の各資料館・施設 
  問い合わせ先  一般社団法人日田市観光協会 TEL 0973-22-2036 
 
 
※ 豆田流しびな 〔3/６（日）大分県日田市〕 
流しびなは、疫払いのために人形を川に流すもので、現在の「おひなまつり」の由来といわれてい

ます。当日は、誰でも参加でき、流しびな体験なども楽しめます。（入場無料） 
  日    程  令和４年 3月６日（日）10：00～14：00 

開 催 場 所  桂林荘公園（大分県日田市城町 1-7） 
  問い合わせ先  一般社団法人日田市観光協会 

  TEL 0973-22-2036 
 

  

流しびなの様子 
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■水道管の凍結防止策 
 
 
寒さが厳しくなると、水道管が凍ったり、破裂したりすることがありますので、水道管の冬支度を

お願いします。 
 
 
 
○低温注意報が発令されたら 
 低温のため水道管の凍結・破裂など著しい被害が予想される場合、低温注意報が発令されます。 

→ 福岡管区気象台ＨＰはこちら↗▒ 
 冬の冷え込みが厳しいときは、気象情報に注意していただき、次の凍結防止策を行ってください。 
 
○凍結しやすい水道管 
・屋外に露出している管 
・北側の日陰にある管 
・風当たりの強い場所にある管 
 
○家庭でできる凍結防止策 
水道管の凍結防止には保温が一番の対策です！ 

・厚手の布や保温チューブ（市販品）で蛇口の上まで包み込んで、ビニールなどで防水してください。 
・メーターボックスの中にも布や新聞紙を詰めて保温します。 
・太陽熱温水器やボイラー、湯沸かし器などは元せんを閉め、水抜きしてください。 
 
○水道管が凍ってしまったときは？ 
・凍った部分にタオルなどを被せて、ゆっくりとぬるま湯をかけてください。 
※急に熱いお湯をかけると、水道管が破裂することがあるので注意してください。 
 
○水道管が破裂した場合 
・メーターボックス内のバルブ（元せん）を閉め、水を止めてください。 
 また、破裂した箇所を布やテープでふさいでから、お住いの市町等の指定給水装置工事業者に修理
を依頼してください。 

※水道メーターから宅内の修理費は自己負担となります。 
 

→ 各市町等の連絡先はこちら↗▒ 
   

  

http://www.jma-net.go.jp/fukuoka/
http://www.f-suiki.or.jp/wp-content/uploads/2020/12/2d85ef7eed2ccf2d6ed2923211cdcb1b.pdf
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■ ダムいっとう！ 
  

  
このコーナーでは、主に福岡地区水道企業団や構

成団体の水源となっているダムを探訪して、担当者
からお話をうかがい、その特色や魅力に迫ります。 
今回は、主にかんがい用水供給で活躍している 

古賀ダムを訪ねました。 
ダムの約 5㎞北東には、四季折々の自然が豊か

な山里にひっそりとたたずむ薬王寺の湯がありま
す。また、約 3㎞北西には、遊具や森林浴、地元
農産物などの買い物まで楽しめる古賀グリーンパー
クがあり、市外からも多くの人が訪れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
古賀市農林振興課の河邉です。佐世保市内で働いてい

たのですが、地元で求職して採用され、今年の４月に入
庁しました。 
ダムの担当職員ということでお話しさせていただきま

すが、ダムの日々の管理は、地元の谷山農区に委託して
おり、連絡調整の仕事を行っています。古賀ダムの有効
貯水量は 92万㎥で、そのうち 79万㎥が農業用なんで
す。そういったことからダムの所管は、農林振興課に 
なっています。 
ダムの特徴ですが、犬鳴山系に囲まれた景観ですね。

周回で約 2.2㎞にわたって水と緑の空間が広がっています。特に夏場は、上流の山水が涼やかです。
ダムの下流側には、採石場があって大型車が出入りしているので、徒歩で上るときは、お気を付けく
ださい。 

担当職員ダム自慢♪ 古賀市 建設産業部 農林振興課 農林土木係 河邉さん 

 

ダムの目的 農業、水道   
所 在 地 古賀市谷山 
河 川 名 大根川水系谷山川 
型 式 ロックフィルダム 
堤高／堤頂長 34.5m／138.5m  
総 貯 水 量 985,000㎥ 
利 水 者 古賀市 
管 理 者 古賀市 

 1968年／1977年 
 

古賀ダム 

古賀ダム 

河邉さん 
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古賀ダムには斜樋
し ゃ ひ

と呼ばれる取水施設があります。これは、
堤体近くのダム湖の斜面に沿って配置された管で、管の途中に設
けられたゲートから取水しています。古賀ダムには、５本の斜樋
があり、それぞれ異なった深さから取水できるようになってい
て、営農に適した温度の水を取水しているんです。 
また、ダムのすぐ下流には

第一分水槽という施設があり
ます。斜樋からここに入って

くる水量は、フロート弁により一定になるように調整されてい
て、手動で農業用水、水道用水、河川と３つの系統に送る量を 
調整しています。 
ここでは、全く電気を使ってないんですよ。 
古賀ダムで、困っているのが、ゴミの不法投棄ですね。人目も

あまりないことから不法投棄が多いんです。現在では、立ち入りを制限し、パトロール等を行ってい
ます。大切な水源の環境を破壊する犯罪なので、絶対にやめてください。 

 
 
 

古賀市内の本屋さんで購入した古賀市グルメ豆本 2022。 
この本の作成には、地元を愛する古賀竟成館高等学校の生徒

さん 10人が関わったのだとか。紹介されている 43店舗はど
れも魅力的。 
そのうちの 1軒、古

賀市役所の近くにあるう
どん屋さんでいただいた
冷やしうどんは、もちも

ちの麺に生姜、茗荷、葱などの薬味が入っていて、大変美味し
かったです。 
かしわ御飯も、古賀市観光協会おすすめの一品です。 
 
古賀市の薬王寺には、この地に流れ着いた侍（実は清和天皇

の子孫）が、病により床に伏していたところ、薬師如来が夢に
現れ、「この山里の谷川に薬水を流す」とのお告げがあり、こ
の水を用いたところ病が癒えたという伝説があります。 
この侍が出家し、各地を修行して、再びこの地に戻り小さなお

寺を建てたのが「薬王寺」の由来なのだそうです。 
そんな薬王寺にある日帰り入浴施設は、薬湯が評判。三浴三回

（朝昼晩に各 3回入浴）がお勧めとのことで、ほぼ半日滞在する
ことになるため、休憩施設や食事も充実しています。 
露店風呂やサウナもあり、市外から来るリピーターも多いそうです。      ＜総務課 中川＞ 

  

ちょっと寄り道♫ 

 

５本の斜樋 

第一分水槽 
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編 集 後 記 

水 源 情 報  
 
企業団ホームページの［水源情報］は、毎日 

（土日祝を除く。）最新情報に更新しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・企業団ホームページ［水源情報］アドレス 

http://www.f-suiki.or.jp/waterquality-info/water-info/ 
 

 
カルピスが誕生したのは、1919年の７月７日。実に 100年以上もの間、国民に愛され続けている

飲み物なのです。 

カルピスを作ったのは故 三島海雲
みしまかい うん

氏。1908年、当時 30歳の三島氏は北京から内モンゴルを訪問
した際に、慣れない生活で胃腸を壊されたのですが、現地の遊牧民に勧められた酸乳を飲むことによ
って回復。この酸乳を元にカルピスは誕生しました。 
三島氏は、カルピスの本質は、「おいしいこと」「滋養になること」「安心感のあること」「経済的で

あること」の 4つだとおっしゃっていたそうです。これは正に水道の理念と同じなのではないでしょ
うか。（水も体に不可欠な栄養素と考えられます。） 
また、三島氏の座右の銘は「国利民福」－国家の利益となり、人々の幸福につながる事業を成す－

だったそうで、1923 年の関東大震災の時には、焼け野原と化した東京で飲み水を求める人々に冷た
いカルピスを提供されたそうです。 
構成団体の古賀市上下水道課では、カルピスを販売するアサヒ飲料㈱とコラボして、様々なイベン

トを行っていますが、ホスピタリティにあふれる、とても素晴らしい取り組みだと思います。 
当企業団も、ぜひコラボさせていただきたいなぁ。|дﾟ)ﾁﾗｯ←上司の反応を見ている  ＜月天＞ 

 
★ 構成団体の皆さまからの情報をお待ちしています！！ 
「ふくすいき～福水企～」通信では、今後も構成団体の皆さまの声や意見を掲載していきたいと 

思っています。 
皆さまの周りでも、お知らせしたいことや紹介したい取り組み、 

イベント情報、また感想、ご意見などありましたら、ぜひ、ご連絡 
ください！！ 
よろしくお願いします。 

 
 
 
 

福水企 検索 

アドレスをクリックすると、 
[水源情報]が載っています 
ので、見てね！！ 

～ 情報を提供していただく場合 ～ 
掲載希望前月の末日までに、原稿を下記へメール送信してください 
福岡地区水道企業団総務課交流広報係  kouhou@f-suiki.or.jp 

 

たくさんの情報提供を 
お待ちしています！！ 

 

http://www.f-suiki.or.jp/waterquality-info/water-info/
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海の中道奈多海水淡水化センターを見学しませんか。 

 
 ○ 海の中道奈多海水淡水化センター（日本最大規模の海水淡水化施設） 

〇所在地 
  〒811-0204 福岡市東区大字奈多 1302番 122 
〇見学日 

     ・月曜日から金曜日 
・毎月第 3日曜日 
・水道週間（6/1～6/7)期間内の土曜日と日曜日 

      （祝日、年末年始期間を除きます） 
〇TEL 092-608-6262  FAX 092-608-6256 

 
○ 企業団ＨＰで各施設の予約状況を確認することができます。 

     見学を希望される場合は、７日前までに電話で予約のうえ、 書面による申込み 
     （FAXまたは郵送）をお願いします。 

なお、一度に見学できる人数は、当面約 30名までとしています。 
（30名を超える場合は、ご相談ください。） 

  ※ 施設見学の予約状況の確認、申込書（様式例）のダウンロードはこちら 
http://www.f-suiki.or.jp/facility/facility-guides/ 

 
   なお、牛頸浄水場の見学受け入れについては、引き続き停止しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
福岡地区水道企業団では、企業団ホームページや SNS（Twitter 、Facebook ページ）を通じて、

企業団が行う事業や取り組み、水源地域や流域で行われるイベント等をわかりやすくタイムリーに情
報発信しています。 
ホームページの記事や SNSで発信した情報について、面白い、役に立ったなどと思われた方は、ぜ

ひ、SNSの機能（リツイートやシェアなど）を使って、多くの方に情報を届けていただければ幸いで
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海水淡水化センター施設内部 

福岡地区水道企業団 YouTubeページ 

福岡地区水道企業団ＨＰ 福水企 検索 http://www.f-suiki.or.jp/ 

福岡地区水道企業団 Facebookページ 

福岡地区水道企業団 Twitter 

http://www.f-suiki.or.jp/facility/facility-guides/

