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中津市上下水道部
☎ 0979-24-1234
FAX 0979-22-0924

中津市上下水道お客さまセンター
☎ 0979-24-1382
FAX 0979-24-5675

2023.1/15
No.16

総 人 口　82,626人
世 帯 数　40,334世帯
給水人口　69,473 人
給水世帯　30,483世帯

中津市上下水道事業　広報誌
水道情報

（令和4年3月31日現在）

寒波に備えて凍結防止対策を!!

中面で、水道管の凍結防止対策について詳しく紹介しています。

建設工事のうち主なものをご紹介します

こんなときは必ず水道管の凍結防止対策を！
　 気温が－4度以下になるとき
　 氷点下の真冬日が続くとき
　 留守にして数日間水道を使用しないとき

主な内容
○水道管の凍結防止対策…P.2～3
○漏水の発見方法…P.4
○水道関係事業の紹介…P.4
○オンライン手続について…P.4

水道管の凍結防止
の方法や、凍結・
破裂してしまった
ときの対処法につ
いて、動画で紹介
しています。動画QRコード

パイロットが回転していたら漏水

※左のＱＲコードを読み取り
申請できます。
※開始・中止の日時は５日後
から指定できます。お急ぎ
の方は、電話でお問い合わ
せください。

・布設して長い年数が経過した老朽管
は、毎年計画的に更新事業を実施
し、安心・安全な水を安定して供給
できるように努めています。

を！

令和5年度中の供用開始を目指して、
基幹浄水場である三口浄水場の配水池
増設工事を行っています

水道・下水道に関するお問い合わせ

水道の使用開始・中止の手続きはインターネットでもできます！

老朽化した管の取替工事

・三口浄水場では、平成23年度から耐震化・更新および増設事業
に取り組んでいます。現在、配水池の容量を増やすための工事
を行っており、令和5年度に完成し、供用開始する予定です。

・山国町の守実給水区域では、中津日
田道路の建設に伴い、配水池など施
設の一部を新しくしています。

水道施設の増設・更新工事

①家の中や庭などに設置されている蛇口を全て閉
める

②水道メーターボックス内にあるメーターのパイ
ロットを確認

③パイロットが回転していたら漏水しています

ご家庭での漏水の発見方法

●水道の使用を
　開始するとき

●水道の使用を
　中止するとき

●市内転居で中止と
　開始を申込むとき

老朽化した水道本管の取替状況

配水池の建設状況現在の状況令和3年度の状況

〒871-0024 中津市中央町2丁目3番1号
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蛇口からの水の出しすぎには注意！
凍結が予想されるときは、水を浴槽や
容器などに貯めておき、利用しましょう。

タオルや毛布が
濡れないように
ビニール等で覆
ってください。

保温材を巻き付ける

メーターボックスの蓋

保温材がないときはタオルや毛布で覆う

水道管の凍結・破裂を防いでください！ 

凍結を防ぐには

　令和3年1月に、非常に強い寒波が九州にも流れ込
みました。 気象庁の中津観測所では最低気温ー4.2℃
を記録し、 家庭や事業所の水道管や給湯器などに被
害を及ぼしました。 

主な被害 
・気温がー4℃前後まで下がったことで、家庭の水
道管や給湯器などが凍結し破裂しました。
・破裂した管などから漏水し、蛇口から水が出ない
家庭が多く発生しました。
・水が出ない家庭では、トイレ・お風呂・料理・洗
濯等ができませんでした。
・修繕に多額の費用がかかった家庭もありました。

① 屋外でむき出しの水道管や蛇口の保温
　　屋外でむき出しになっている水道管や蛇口は、保温材や毛布などで覆い、その上からラップやビニ
ールテープを巻き、濡れないようにして保温してください。

水道管の破裂や漏水を発見したときは
1. 早く、止水する！！
　　漏水を見つけたらメーターボックス内にある止水栓ハンドル
を時計回りにまわして止水してください。
※メーターボックスの多くは道路から敷地に入って１ｍ程のと
　ころにあります。蓋にはすき間があり、ドライバーなどを用
　いて開けることができます。

2. 業者へ修理を依頼してください
　水道管が破裂した場合は、「中津市指定給水装置工事事業者」
に修理を依頼してください。業者の一覧は中津市のホームページ
に掲載しています。  ※右のQRコードから確認できます。
※修理費用は個人負担となりますので、見積を取るなど内容を
　ご確認のうえ、依頼をしてください。

凍結して水が出ないときは
　水道管が凍結して水が出ないとき
は、自然に溶けるのを待つか、凍結し
た部分にタオルなどをかぶせ、その上
からぬるま湯をかけてゆっくりと溶か
してください。

熱湯はかけないでください。
熱湯をかけると水道管や蛇口が
破損することがあります。 

③ 少量の水を蛇口から流しておく
　　蛇口を少し開けて糸を引くくらいの少量の水
を出しておくと凍結を予防できます。 

② メーターボックス（量水器）の保温
　　メーターボックスの中に保温材（新聞紙や布
切れ、発泡スチロールを濡れないようにビニー
ル袋に入れたもの）を詰め、水道メーター周り
を保温してください。

④ 屋外の給湯器や湯沸器の保温
　　給湯器や湯沸器なども凍結・破損することがあります。露出した配管には保温材などを巻いて、保
温してください。凍結防止の方法は、機種により異なります。取扱説明書をお読みいただくか、メー
カーまたは購入事業者などにお問い合わせください。

凍結しやすいところは？
　 屋外でむき出しになっている水道管や蛇口
　 屋外給湯器周りの配管
　 風当たりが強いところにある水道管
　 家の北側や、日の当たらないところにある　 
　 水道管や水道メーターボックス

屋外にむき出しの水道管 

水抜きを忘れて破裂した給湯器

日の当たらない場所の水道管 

保温材はホームセンター等で購入できます。
すき間ができないように注意して巻き付けてください。

メーターボックスの保温状況

注意

時計回りにまわす

業者一覧

この冬は、
例年よりも寒い
予想です。

ってください。

蛇口からの水の出しすぎには注意！
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