
第129回簡易アンケート（水道企画課）
「『これまでも・これからも まちとくらしを支える水道』 ～首都圏水道水キャンペーン～ 」　　自由意見

1 トイレなど、綺麗じゃなくてもいい水は井戸水を使えないかな、と思っています。

2

私が小さいころ1960年ごろかな、川の水もきれいで、ハヤとかウグイ、フナなどの魚がたく
さんいて、釣りをしたり、泳いだりしました。
今の川を見ると水量が少なく、汚れていて泳ぐこともできない。とても悲しいです。
インフラをもっと整備してきれいな川になればいいなと思います。そうすれば、美味しい水
も飲めるのではないでしょうか。ぜひ、もっと取り組んでほしいと思います。
私は、川がとても好きです。汚い川や水の流れていない河川を見るととてもさみしいです。

3
先年、市の生涯学習課所管の市民講座実行委員として、水道水に関する講座を開催したが、
大変好評でした。

4
ガソリンより高い天然水・一度飲むと病み付きに成ります。戻る方法を考えてください。省
エネの為

5
夏の渇水時期、ダムの貯水量が云々と報道された時と請求書が届き結構高いんだなと感じた
時に水道を思い出す。
普段水は出るものと当たり前に思ってる。

6
最近は出歩く機会が少なく、ポスターを見るも機会がすくなっていますので。
大久保浄水場の見学經驗などあり、気楽に答えることの出来る問でした。

7
初めてポスターを見ましたが、水道の重要性を伝える良いポスターであると思うので、もっ
といろんなところに掲載したほうがいいと思いました。

8

水道事業、浄水場運営など、小学生が勉強をしていて、子供たちを通して、改めていろいろ
知る機会がありました。
自分の生まれ育っている県のことです。更なる、小中学生への教育、指導の機会が増えると
良いと思います。

9
水道水が安心して飲めることをデータで示すなど、県民を安心させるキャンペーンをしてい
ただきたい。

10
水道水については全面的に信用しており安心して飲んでいます。災害等が多い国なので事故
なく供給していただきたい。

11
水道水は安全と思っている。
三芳では地下水と混ぜ家庭に供給している・・・とも聞く。
水道水に不審をもったことはない。

12 「おいしい埼玉の水道水」としてPRすべき。またそれにふさわしい水質を維持してほしい

13

「これまでもこれからも街と暮らしを支える水道」ということは言われなくとも誰でも知っ
ていること。わざわざ費用を掛けてPRする必要のあることだろうか。それとも、市町村の影
に隠れている県営水道を知ってもらいたいのなら別の方法があるのではないだろうか。
それよりも、水道への不信から普及した浄水器やミネラルウオーターを使うのを当然とする
のではなく、そのまま飲んでも安全であることをもっとPRして不信の解消に努めるべきでは
ないのか。

14
「水」は人間の命です。今後も水質検査を十分なさって下さり、県民の命を守ってくださ
い。

15

「水道のイメージ向上のため」に広報キャンペーンとのことですが、イメージでは無く、実
質で勝負してください。有名なところでは、京都市や東京都は、水道水ペットボトルや缶を
販売していますが、災害対策も兼ねて、そのようなキャンペーンをすれば実際的効果もある
のではありませんか（学校、企業、自治体などの防災訓練で、当該製品を試飲してもらうの
も良いかもしれません）。

16 ・生活に必要な水道水の供給に更にご尽力をお願い致します。

17
１．食生活の中で水道事業の重要性を認識しています。災害など発生した時の水道の重要性
を再認識しています。県市町村広報紙のＰＲをもっと目立つようにしてほしい。重要取組期
間は、官公庁、学校、駅などには垂れ幕などでＰＲしてほしい。

18

10年近く昔になるが、娘が小学校で「水を大切に」的なポスターを書いて賞をいただいたこ
とがあり、水道事業と聞くとそういう嬉しい思い出が浮かびます。
今年も姪っ子が「水を大切に」ポスターで入賞させていただいて、喜んでいました。これか
らも水について思いを至らす良い機会なので、ポスター募集を続けてほしい。
水道管は、たまに道路工事をして取り替えてくれているような気がしますが、その先の家庭
へ繋がる管は個人個人の管理なのでなかなか定期的に取り換える事も洗う事もできません。
その部分が心配で、浄水器は外せないし、沸騰させてから飲むようにしています。一度、そ
の管の中を見てみたい気がしています。

第129回簡易アンケート　　　自由意見（644件）

質問６
キャンペーンポスターや水道事業についてのご意見などがありましたら、自由にご記入ください。
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19
1年に1回水道のフィルターを交換しています。交換する前と後を液剤を垂らしてみると色が
ついてくるし、古いフィルターは薄茶色に、やはりそのまま飲むのはためらいます。

20

2011年3月の大震災後、大気を含め、水質の汚染には注意を払ってきました。入間市では、
従前より必要な情報は発信していました。また、個人的にも「水質・大気」などへの関心は
強くあり、定期的に『ネット』・や広報・県民便りなどに注目し、検索もしています。しか
し、情報入手が少ない方がいることも事実であり、災害の影響も懸念する方もおります。
また、天然水の販売やレンタル浄水器などの販促も目立つように思います。水道事業は県民
の生活の根幹を為すものであり、より以上の教宣・広報活動を通じ「安全性など」について
周知徹底の継続を願っています。

21 5年前に水道施設の見学の中で大久保浄水、広域監視施設、備蓄施設などを見学しました
22 あまりＰＲを見かけない

23
あまり関心がないので注意していない。
かつては秩父源流水を買って口に入れていたが、最近は谷川岳の天然水を求めて利用してい
るのが現状である。

24 あまり気にしない性格なので、飲めればそれでいいと思います。

25
あまり知らないことが多いが、まだまだ水道水はカルキくさくて、飲めない感じがします。
もっとおいしく、安全にしてほしい。

26 ありがたいと思います
27 いいと思う。
28 いいよ
29 いつでも何所にでも水の大切さを忘れず、節水に気をつけたい。

30
いつまでも安心安全な水の供給をしていただくよう水質検査などは今まで以上に力を入れて
やっていただきたいと思います。

31 いつもありがとうございます。

32

いつもは匂い、味は差し支えないのですが、時たま塩酸の匂いがして胸が悪くなります。
2001年に基礎から立て替えた一戸建てですので水道管は新しいです。でも途中の配管が古い
とこのような匂いがするのでしょうか。あるいは水の検査や消毒で匂う時があるのでしょう
か。せっかくおいしい水と謳っているのにこのようにまずい思いをしなければならないのは
なぜでしょうか。

33

いつも安全な水道水を供給していただき、ありがとうございます。家庭用浄水器を設置して
いますが、なくても大丈夫なくらいおいしいと思います。また、スーパーなどでは専用のボ
トルで水を汲んだり、ミネラルウォーターを購入している人もいます。ということは、水道
水よりおいしい水があるということなのでしょう。そういう水にしていただくとありがたい
です。さらに私は水の節約に努めています。節水の考え方がもっと広まるようにと願ってお
ります。

34
インターネット情報社会の中、何らかの形で継続的にＰＲ広報はしていった方が良いと思
う。

35 うがいや手洗いが水道水がいいというのは、とても役にたちました！

36

うちのマンションの水はペットの給水器に浄水器を通した水を入れて1日でピンクの色が入
れ物の隅々に着きます。
なので貯水器が汚いと思い、水道水を飲む気にはなれません。
管轄が違うかもしれませんが、水道水を美味しく飲めるような環境が欲しいです。(不動産
屋を通して大家さんに言ってもらったら、年間掃除の事より規準範囲だという様な返答をさ
れてしまいました。
なので安心して飲めないのでミネラルウォーターを買って飲み水にしています。

37 おいしい水をありがとう
38 おいしい水をこれからも改良していってください。

39
おおさかでは、大阪の水道水をコンビニで販売するぐらいの質と聞いたことがあります。ぜ
ひ埼玉もそれぐらいの質を目指してがんばってください。

40 お水自体がおいしく安全でも、水道管がどうなっているのかが心配
41 お米を炊くときには水道水以外を使用しています。
42 堅苦しいので、もっと簡潔に表示してほしい

43
かなり前になるが、大久保浄水場を見学させて戴いたことがある。その時、具体的に説明を
受け、以来、安心して水道水を飲んでいます。感謝しています。

44 かわいい女性のイメージポスターよりも具体的でよい。
45 キャラクターはあんなにいらないと思う。昔の写真はインパクトがあって良いと思う。
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46

キャンペーンポスターを見て首都圏合同で作るポスターはいいと思いました。内容的には
もっと水道水の販売など広告系もいれてもいいのでは。東京都が水を売っていると聞いた時
は「それほど自信があるんだな」と思いました。羽生君のオリンピック優勝パレードインタ
ビューをTVで見た時、机のペットボトルの仙台の水を飲んでいました。「仙台も水を市販し
ているんだ。仙台の水も悪くないんだ」と思いました。埼玉県も水を市販しているのでしょ
うか？水の味は好みもあるかもしれませんが、安全性は世界一。水質検査などしっかりやっ
て頂いており信頼しています。

47

キャンペーンポスターですが、キャラクターが多くて、どのキャラクターがどの自治体なの
か分かりにくいと感じます。
コバトンやさいたまっち、ヌゥなどの日頃から県民や市民が親しんでいるキャラクターの方
が良いのではないかと感じました。

48 キャンペーンポスターなどにも言えるのですがもっと人の目に触れるようにしてほしい！！

49

キャンペーンポスターなどはどこに貼ってあるのでしょうか？私は、普通に日常生活を送っ
ています。そんな私が目にしたことのないポスターを目にする人ってどんな人なのでしょう
か。ただ、私は電車に乗りませんので、駅に貼ってあっても見ることはありません。浄水場
などは、私たちが足を踏み入れることはまずなく、そんなところに貼ってあっても見られま
せん。そして、何のためのキャンペーンなんでしょうか。自分たちの士気を高めるためのも
のなら勝手にやってもらって構わないが、水道の安全性を知らしめるためのキャンペーンな
のであれば、是非私程度の生活を送っているものにも届くような方法を検討していただきた
いものです。

50 キャンペーンポスターなどはもっと目立つ場所にPRした方がよいのではと思う。

51
キャンペーンポスターについて見たことが無かったし水道事業においてはほとんどの県民が
知らないと思います。認知度が低いのはブランディングの仕方の方向性の違いでは無いで
しょうか。検討をお願いしたいと思います。

52
キャンペーンポスターによって何を訴えたいのかが良く伝わってこない。「昔より便利に
なったでしょう！」と言う理解で良いのかな？だからどうした！

53
キャンペーンポスターの貼る場所をもっと増やせばみんなの目に止まるのでは？
今話題の芸能人など起用して

54 キャンペーンポスターは、外出の少ない高齢者たちには目にする機会がないですね。

55
キャンペーンポスターは、去年までは電車を利用していたので良く見ていたが、今年になっ
て駅・電車の利用が減ったのでまだ見ていない。県・市の広報誌に掲載してあるとよいのだ
が。

56
キャンペーンポスターは、全く見たことが無いので、もっと目につく所に掲示して欲しいで
す。

57 キャンペーンポスターはコンビニ等街中の商店にもっと貼った方がよいと思う。

58
キャンペーンポスターはどの様な所に掲示しているのか知りませんが、もっと公共の場所に
掲示しないと目につかないのではないでしょうか。例えば「公民館」「JA」「郵便局」「銀
行」「駅」等等。

59
キャンペーンポスターは見た事が無い
どこにあるのでしょうか？
子供の頃から水道水に慣れてるのでなんとも思わない

60
キャンペーンポスターを、駅、公共施設、商業施設などに掲示すると、多くの人に目につく
と思う。

61 キャンペーンポスターを各自治会掲示板に張り出したら良いのではないでしょうか？

62
キャンペーンポスターを見たことはありませんでしたが、水道事業については市の広報と一
緒に配布されるお便りをよく見ています。公共の場のポスターよりも、各家庭に配布いても
らえるお知らせのほうがじっくり読めて助かってます。

63
キャンペーンやポスターを見る機会（目に付くような工夫）をもっと増やすようにして、一
般市民に訴えてはどうでしょうか？

64
キャンペーンや啓発が必要なのか正直疑問。
影、縁の下の力持ちでいいと思うので、純然たる水道事業以外に税金や水道料金を支出する
ことには反対です。

65
キャンペーン実施やキャンペーンポスターの作成について、費用対効果をどのように考えて
いるのかが良く分かりません。

66

このポスターからは何を啓発したいのか等伝わってこないと思う。「水道水は安心です」
「お水は大切に」等子どもでもわかるような文言を入れたりしても良いのではと思う。
また、水道水の質の維持・向上のために私たちが日常できることなどを載せていただいても
良いと思う。

67
このポスターの存在を初めて知りました。どのあたりに掲示しているのか気になりました。
近年どの事業も民営化が良いような風潮がありますが、水道などの健康に直結するライフラ
インは安易なコスト追及をするのではない公営の方が安心に思います。
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68
このようなキャンペーンやポスターがあることを全く知らなかった。
水の供給は生活にとって不可欠で大事なものだと思うので、もっと身近な場所で目に触れる
場所などにキャッチコピーやポスター、キャンペーンの告知を増やしてほしい

69 この国の水道には、国の決まりがおかしいので、問題がある様に感じる。
70 この水道水アンケートによって、水道水が飲み水として安全なのか？不安になってきた。

71
これからますます水が重要になってくると思います。
埼玉の水をこれからもますますアピールしていただけたらと思います。

72
これからも、安くて安心して飲める水を守り続けて下さい。
水道事業の民営化のないようにして下さい。

73
これからも安心、安全な水の供給に努めて下さい。また、さまざまな災害に対応出来るよ
う、水道施設の強化に努めて下さい。

74 これからも安心、安全な水の供給をお願いします。
75 これからも安心して直接飲む事の出来る水道水の供給を期待しています。
76 これからも安全でおいしい水の供給をお願いします
77 これからも安全な水の供給をお願いします。
78 これからも安全な水をお願いします
79 これからも安全な水道を宜しくお願い致します。
80 これからも水の安心安全を保っていただきたいです
81 これからも美味しいお水をお願いします
82 さいがいに強い水道水であってください。
83 さいたま市のお水は美味しいと思います
84 さいたま市の水はおいしいと思います。

85
さいたま市の水道水は何の臭いもなく夏など冷たく冷やして飲むと最高だ。
水道水については何も云うことなし。よく買って飲んでいる人が居るが気がしれない。

86 ずいぶん前に浄水場の見学に行ったことがあります。今後も続けてください。
87 スーパーや○○モールとかに張って欲しい。
88 スーパーやコンビニなどにもあると目にする機会が増えると思う

89
すべての暮らしが水なくしては成り立ちません。大切な水を長く使っていくための施設や、
家に水道があるということをもっと深く認識していきたいと思います。

90
すみませんあまり興味がありません
何とも思わない…です。

91
せっかく、浄水した飲料水も宅内水道管の交換の推進がないことには安心して水道水を飲料
として常時使用できない現状がある。敷地外の埋設水道管を一定期間で交換することも有効
であるが、私有地の水道管の交換も制度として定めてほしい。

92
ただいま　給水管の交換をしていますが　市や県による　給水管の交換作業　進んでいます
か？

93
タレントを使わず、職員でも構わないと思いますので、ポートレート写真のような表情（ポ
スターで伝えたい思いを表す）豊かなポスターが良いと思います。

94

ついつい水を出しっぱなしにしてしまいます。最近の自然災害で水の大切さをTVで改めて感
じています。節水も大事なことですが、災害時に自衛隊の方の力だけでなく常設の給水場を
設置していただけると非常時にどんなに助かることか。ハザードマップもあることですから
そこに記載していただけると嬉しいです。でも地震の時は無理ですね。

95
どうか水道事業は、命に係わる重要なライフラインですので、民間に譲り渡すとか、外国企
業に管理を任せるとか、水源地を諸外国企業に抑えられるようなことは避けていただきたい
と思います。

96 とても感謝しています
97 とても参考になりました。
98 とても美味しくなってきたと思います。洗浄に使うのはもったいないと感じています。

99
とても歴史的に興味深いものでしたが、水のポスターというのは意識しないで見ていまし
た。
でもタレント等が出てるだけのものよりはよいと思います。

100 なかなか目にする機会は少ないかな
101 なんとなく、おいしいくないイメージ

102

なんのためのキャンペーンなのかわからない。水道水に不満はない。老朽化に伴い最新式の
水道管や設備を導入したいのならきちんと説明すべき。料金に即上乗せというのは難しいの
で、税金から少し出してもらう、ふるさと納税的にお金を集める、県内のお金持ちの人にお
ねだりして少し出してもらう、県内の企業に未来の県民への投資という形で少しお金を出し
てもらう、のはどうだろうか。小中学校の子供達に寄付金依頼の手紙を書かせるとか。

103
においや味について気になる点はないが、洗濯をすると洗濯物が黒ずんでいく。ご近所でも
同じことを言う人が多く、我が家だけではないようです。
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104
最近は美味しい水道水がのめていますが、年のせいかお茶を飲むことが多く、生水はあまり
飲むことがありません。

105 ペットボトルで市販されている水質に近づくことを望みます

106

ペットボトルで水が色んな種類が沢山売られています。子供の頃は水道水が美味しくて、学
校でも公園でも水道水をがぶ飲みしてました。いつからかなぁ…浄水器に通さないまま飲む
のに抵抗を感じだしたのは。日本の水、埼玉の水が安心安全とピーアールするとともに実際
我が家の水道水がどの位綺麗なのか数値で見てみたい。

107 ペットボトルで売れるぐらいの水を作ってください。
108 ペットボトルにして配るとかしてもっとPRして欲しい。

109
ポスター…なんか暗い。目に止まりずらい。水道水は何の問題もなく飲ませて頂いてます。
浄水器付けてるのは、味の問題ではなく、配管の問題で、錆びなどを取る為に付けてます。

110 ポスターいい感じです。
111 ポスターとかもっと貼るべき
112 ポスターなんて全く見たことがない。

113
ポスターについて
右のカラー写真の２人が何をしているかわからない。

114

ポスターについては、東京都に比べると硬い感じで、見る気が起こらない。イラストなどで
もっと工夫してほしい。水道事業については、県北と比べて県南の水は不味いという印象が
ある。しかし、コストをかけて飲み水とトイレの流しを一緒にすることはないので、飲み水
は個人で浄水するなり買うなりしろでいいと私は思う。

115
ポスターについては気がつかなかったので、見つけてみようかと思います。
水道事業については老朽化対策など今後大変かとは思いますが、よろしくお願いいたしま
す。

116

ポスターに関しては、昭和30年頃の写真と現在の写真が対比されていますが、水道の「普及
率」をＰＲしているようで、時代錯誤の感が否めません。東京都がテレビＣＭや電車の吊り
広告で、昨今のミネラル水に劣らない「東京水」のＰＲとともに、東京水の裏付けになる高
度浄水事業をＰＲしています。これはサービス向上に係る、水道ユーザに直結したわかりや
すい内容のポスターではないでしょうか。

117
ポスターに関してはもっとより多くの場所に貼って誰でもが見た事が有る様にすべきだと思
います。

118 ポスターに水道水を飲んでいる写真があればいいと思いました。

119

ポスターのイメージに新鮮清潔な感じが薄い。毎日塩素の匂いが朝感じる。
東京都の水道水の加工水に並ぶレベルを上げ商品化して売り出せるまで工夫研究してほし
い。利根川と荒川のミックスではおいしい水ができない。埼玉各地のおいしい水（井戸水や
湧き水等）と荒川の上流水のブレンドし本当の水の美味しさとは何かを追及され最新の技術
を駆使し健康立県埼玉を目指しましょう。

120
ポスターの左の絵はよくわかるが、右の絵は意味が分からない。
老人が多くなってきたので、下の字をもう少し大きくした方がよい。

121
ポスターは、最近やたらめったら貼ってあることが多くて、かえって見る気が失せる。川口
市の水のペットボトルをたまたま施設でもらった時は、とても興味がわいたので、ペットボ
トル＋ちらしの方が、しっかり広まると思う。

122
ポスターは見たことがなかった。
これからは、公共施設や駅などに行った時、意識して見つけてみようと思います。

123

ポスターは効果が乏しい（※そもそも意図が判然としないので効果を計測しようがないかも
しれないが）と思われるので、中止したほうがよいと思われる。もしも本当に効果があるの
であれば、広告代理店等への委託額と併せて、効果の定量評価に議会等に対して説明が必
要。
むしろホームページでの水質検査結果公表を、エクセルをそのままPDFファイルにしたよう
な資料ではなく、グラフで表示できるようにするなどの工夫にお金をかけたほうがよい。

124
ポスターは昔よりも今が良くなっていることを対比する意図はわかるが、「水」に対してネ
ガティブな印象を持ってしまいやすいデザインになってしまっているように思います。

125
ポスターは全く見たことがないです。企業等の貼付依頼して広めるのはどうでしょうか？
「水道水」に限らず「県での推奨ポスター」等も協力要請して認知度を広めたらどうでしょ
うか？

126
ポスターは知りませんでした。
地味な事業ですが、大切なことです。
イベントなどでもっと知ってもらう必要があると思います。

127 ポスターを見かけない。

128
ポスターを見たことがありません
どこにあるのでしょうか
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129
ポスターを見て，改めてすごいなぁと思いました（検査など）。電車内広告は，限られた鉄
道のみのようなので，他の鉄度（埼玉高速鉄道など）でも見られるようになるといいなと思
いました。

130
ポスターを見て、こういう時代もあったことを思い出しました。災害や工場からの汚染物質
から水道水を守るため、さらなる安全対策をお願いします。

131
ポスターを見て、今は蛇口をひねるだけで水が使えるようになったありがたさを実感しまし
た。これからも大切に水を使おうと思います。

132
ポスターを見ても、何を訴えたいか良く判らない。
「チェックする水質基準は５１項目！」等、もっと具体的なことを、大きな文字で強調した
方が良いのでは？

133 ポスターを見る限り、まちとくらしを支えるように感じられません。

134
ポスターを作ることによってどのような効果を期待しているのか
ほとんど目にしないものに予算を費やしている理由は？
集合住宅の水は大丈夫なのか不安がある。

135
ポスターを制作し貼付したことで満足をされているのでは？見てもらう努力をどこまでして
いるのか、大いに疑問です。
現実に私は一度もみていません。

136
ポスターを知らなかった。電車内に掲示されているようですが、電車に乗らない人も多くい
ると思うので、もっと身近なところに掲示して貰えると知る機会も増えると思います。

137
ポスターを目にしたことがなかった。ウェブページの広告のようにポスターがあると、より
ポスターを目にしたかもしれない。

138
ポスター自体は見たことは無いが、水道事業の内容は知っていた。
安心・美味しい水を届けて欲しい。

139

ぼやけたイメージのポスター
何を目的にイメージして作成されているものなのかはわからないが、申し訳ないが印刷して
掲示する意味が分からない
伝えたいイメージが見えないデザインです
きちんとした人に作ってもらうようには出来なかったんでしょうか

140 マンション、貯水槽を通るので気を使っている。浄水器のフィルターが変色している。

141
マンション住まいだと屋上の貯水タンクが水質に大きくかかわってくると思う。
浄水場でよくても貯水タンクで悪くなる場合があると思うので、その先の水質の調査や管理
体制の一般化などにも力を入れてほしい。

142 みなさんが水道水をどの程度、飲み水として利用しているのか知りたい！
143 もう少し、色々な、ところで、はって欲しい。

144

もう少し水道利用者（家庭、一般の方）に浄水場見学とか質疑応答してもらい、スキルアッ
プして欲しい。希望者には各浄水場（5か所）をどんどん見学させたらいかがですか？
また自治体による水道料金の違いや県水の製造コスト、埋設配管の交換計画等々パネルディ
スカッションしたらいかがですか？

145 もう少し積極的に掲示してもらいたい。例ば、駅の構内など。
146 もっと、アピールしたほうが良い。
147 もっと、水道水の宣伝をしたらよいと思う。
148 もっとキャンペーンポスターなどＰＲをしてください。
149 もっとポスターを貼ってください
150 もっと安全で飲めるようにPRしてほしいです。
151 もっと告知してほしい
152 もっと多くの人の目につくようなポスターやキャンペーンをしたほうがよいと思います
153 もっと目につく所・駅などにも貼ってもらいたい

154
やはり汚染された水を飲むのは抵抗がありいやです。が水を買い続けるのも金銭上大変で
す。薬で洗浄されたものを飲むのは心配です。今東京都で水道水は安心ですキャンペーンを
していました。市民にそのようにな安全面をきちんと見せてください。

155 よく安全な水を供給できていると感心しています。
156 よく出来たポスターだと思います。

157

より安全な水道水の供給に取り組んでいる、県の関係者にお礼を申し上げます。浄水場で行
う沈殿や塩素消毒により、水道水は健康上問題のないレベルに処理されていることを理解し
ています。地域社会でのキャンペーンポスターは相当長い間、毎年実施されていることを良
く知っており、水道水の安全確保の実態等も知っております。　水の公害防止や　外国人の
増加等でいろいろな課題もあるでしょうが、これまで通りの水質データ等により安全性の高
い、浄水方法の導入・ダイオキシン測定等に期待しております。

158 わかりやすくてよかった
159 安心・安全な水道水の啓発活動は、重要だと思う。
160 安心して飲める水道水があるということに感謝しています。
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161 安心して飲める水道水の供給をお願いします。
162 安心して飲める水道水をお願いします。
163 安心して水道水を飲めるように細心の注意を払ってほしい

164
安心できる水道水を引き続き供給していただきたいと思います。水道事業が民営化されると
少し不安です。

165
安心安全で命の水。
浄水しても煮沸しても安心安全なお水は日本だけ。
これからも自分達の水を誇りにして生きて行きたい。

166
安心安全な水道事業を維持するのはもちろんのこと、地震や災害などでの断水時に備えた用
意や知識の普及が必要だと思う。

167 安全　安心を身近にわかるように　公民館とうを利用してセミナーしてほしい。
168 安全でおいしい水を供給するための水道事業があると知り有難く思います。
169 安全で安心な水道水　ありがとうございます。
170 安全で美味しい水道水を今後ともよろしくお願いいたします。
171 安全と安心の水道水を　提供してください。
172 安全な水の供給は一番大切な事業です。これからも宜しくお願いします。

173
安全な水の供給をしてほしい。
放射性物質、非常に心配です。

174
安全な水の提供ありがとうございます。
川や土壌を汚染させないことが安全な水の確保につながるという、啓蒙教育を子供から大人
まで、簡便に伝わる教育が徹底されたら、よいと感じました。

175 安全な水を供給してくださり、ありがとうございます！

176
安全な水を提供できるように努力されていると思います。
ぜひ積極的にアピールしてください

177 安全な水道水これからも保安にも気をつけて頑張ってもらいたい
178 安全安心一定コストで、信頼出来る水を供給し続けて欲しいと思っています。
179 安全性をアピールしてほしい
180 安全性を強調するといい。

181
以前、行田市の浄水場を訪問したことがありましたが、厳重に運営されているのを感じまし
た。すでに実施されているかもしれませんが、中高校生の見学会などをからめた感想文コン
クールなどを企画してはいかがでしょうか。

182 以前と比べて、水質はかなり良くなっていると思う。

183
以前市の水道モニターをしていて、浄水場の見学などさせていただきました。
こういう機会をもっと増やしていただければ水道に対する理解も深まると思います。

184
以前浄水器を取り付けていたが、その必要がなくなった。
外国旅行では水道水は飲まず、ペットボトルを愛用している。

185
以前浄水場の見学に行ったことがあり、とても安心出来ることは知っているのですが、水道
管が古く、水は良くても、管が今一つと認識しています。
そのため飲み水は簡単な浄水器を使っています。

186
以前大久保浄水場だったと思いますが見学会で参加したことがあります。
このような企画を増やしてください。最近の状況を見たいものです。

187
以前通勤で電車を使っているときに車内広告は見たことはありますが、今回のようなキャン
ペーンポスターは見たことがありません。水道事業についての知識はほとんどないです。

188
飲み水は命を守ってくれるなくてはならないもの。大切なもの。水質検査や水道事業に関す
る情報をポスターで知らせてもらえることは大切なことです。

189
飲めるまで浄化された水をお風呂やトイレに使うことに少し違和感を感じています。
中水道的なものが有るといいのですが。

190 飲める水道水って本当はすごいことだと思うので頑張ってください

191
飲料水として使用できるよう質をあげてほしい。他県と比べてもまずい。まわりの人も同様
に飲んでいない。

192

飲料水に関しては、各地の災害状況を聞くにつけ生活の基本でありそれを維持している担当
者の苦労には感謝している。今回のアンケートであるが、キャンペーンポスターでしか利用
している住民に知らせる方法は無いのであろうか？年金生活の老人家庭では近所のスーパー
に出かける事が関の山である。第一、普段は自転車しか使わない。勤労者や学生なら電車等
の交通機関がベターであろうが、老人家庭には、各市町村の広報誌や自治会のお知らせの方
が良く観ると考える。電車・バスの吊り広告よりは効果があると考える。

193 飲料水の価格が高すぎる。この辺りは水が豊富なのだから、もっと安くていいはず。

194
飲料用水道水の水質検査結果を公表頂きたいものです。また基準値はどのような項目につい
て検査が行われているのでしょうか？

195 駅など目立つところに掲示されると目につくと思います。
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196
駅に貼ってあるなら探してみようと思う
ツイッターやフェイスブックでもポスターが見られたらいいのに

197
駅や公共の施設などにポスターを自治会の回覧に添付するなど皆の目に留まるようにしてほ
しい

198
何のポスターなのか目を引かない
見たことがあったのかもしれないが記憶にない

199
何も心配なく使える水道。当たり前になっていますが、断水があればとても辛いもの。事業
継続の為には料金が高くなっても維持して欲しい存在だと思います。

200
何回か水道水のアンケートがあり、ある程度しってはいましたが、十分においしいと思いま
す。夏場は水出しの麦茶パックをそのまま水道水で抽出しますし、料理などでもわざわざ沸
かしたりはしないです。

201 何時も美味しいお水をありがとうございます。

202

家庭に送られてくる水道水の安全性に不安を感じていたので、長い間浄水器を通して飲んで
いましたが、東京都がおいしく安全な水道水を供給していることを知って県の水道局に問い
合わせをしました。その回答を読んで、浄水器の設置を止めて、今はそのまま飲んだり、お
茶やコーヒーを淹れるのに使ったりしています。多少不安もありますので、正確な情報を知
りたいと思います。

203
我が家の水の使用状況
飲料水の基本：配達式の処理天然水を使用
生活用水：水道水　但し、浄水器を使用

204
我が家はマンションのため水が美味しくない可能性があるので何とも言えませんが・・。水
道水を美味しく飲めるようになることは皆が望んでいると思います。

205

海外にいたことがあるので、普通に水道水を美味しく飲める日本は素晴らしすぎると実感し
たことがあります。
いつもたっぷりときれいな水が出ることに感謝し、節水にも努めたいと改めておもいまし
た。

206
海外に行ったとき水道水は飲むことが出来ず驚いたことがあり、日本に住む幸いを感じまし
た。水道の大切さを感じています。

207

外国ではまず水道水を飲む事ができるような国は無いと聞きます。
首都圏の河川はどこもとても汚くて、とてもじゃないがこの水が飲めるようになるとは
思えないです。
日本人の評価は低いですが、誇りを持って欲しいです。

208
各種生活インフラの老朽化が懸念されているが、得に水道については地域格差が大きいよう
に思われる。ローコストで効率的な運営を行うために民間委託を進めるという考え方は正し
くない。

209
各地で水道水を飲んで来たが自宅の水が一番美味しいと思っています。
県水道にかかわる皆さんに感謝です！

210
学校等の大型貯水槽の性能面についての品質管理基準をもうけて、定期検査の項目とし貯水
の温度管理が適正にされるように規制する必要があると考えております。
小生が勤務する学校の設備では夏期には３２度近くになります

211 学校などで公開したり社会科見学の機会を増やしてほしい。
212 渇水時や大雨等で非正常時にも、きれいで安心な飲料水を届けていただき感謝しています。
213 感度良好でした
214 関係者へのご苦労様だけ今後もよろしく
215 頑張ってください

216
既に水道水を使ってる人に（３）ポスターを見て水道水を飲んでみようと思うようになりま
したかの質問は合わない

217 吉見浄水場になって水がまずくなった、と味のわかる人は皆思っています
218 久喜市民大学で、下水道の研修があったので、事業内容はある程度知っていました。
219 給水管の点検を定期的に行ってください。

220
近所に朝霞浄水場がありそこの水は確かにおいしい気がします（浄水場前に水道があり、自
由に飲めるようになっていて散歩がてら飲んだりしています）。が、自分のところの水道水
はそれが届いていないので、若干悔しい思いをしています。

221
近年災害が多いので断水が起きてからの対策などを知りたい。
（先にトイレの水を流してはいけないなど）

222 啓もう活動などを市町村でしてほしい。

223
建物内の水道施設は対象外と聞いてる。そこがダメ。End To Endでサービス品質を管理しな
いと、一般人は関心が持てない！

224
検査をしていて、安心だとは思うのですが、イメージなのか、美味しくないような感じがす
るので、もっと、お知らせをしてほしいです。
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225
検査をしているとは言うのですが、結果が分かるだけで、実際に飲んでみないと、何とも言
えないのです。味が慣れるまではちょっと時間かかると思います。

226 検査をしているので安心している
227 県が主体として水道事業をしているイメージがなかったので、新たな発見をした。
228 県の広報等で定期的に各家庭にPR紙を配布する。

229

県営水道、水質検査、ご苦労様です。
埼玉県に限らないですが、日本国内の水道は、諸外国と比較すれば、安心安全で美味しいと
思います。日々の関係者の方のご尽力のおかげだと思います。インフラ維持の経済的な厳し
さが言われていますが、埼玉県におきましては、県民のために現状が維持されるよう願って
います。

230
県営水道水をそのまま飲んでいて、味も良いというユーザーは利用者全体のどのくらいの割
合なのかを知りたい。こうした情報はどのような資料を見ればわかるのか、連絡してもらい
たい。

231
県北部や秩父地方などで飲む水が、さいたま市で飲む水より美味しく感じられるのは
私だけでしょうか?

232 見えないところで努力されている
233 見たことがないですが、どのようなところに掲示しているのですか。

234
現在の水道水の水質に特に大きな不満はないが、今後は都水道局で実施しているような高度
処理を充実させ、美味しい水道水の供給にも取り組んでほしい。

235
現在ほとんどの家庭では飲料水は水道水を浄水器を通して使っている。
本当に浄水器を使う必要があるのか。水道水で十分のデータをだしPR出来ないのか。莫大な
資源の無駄遣いをしているのではないのか。

236
現在水道水をそのまま飲んでいますが、
本当に安全・安心なのか不安を感じています。

237 現在特に不満は感じていない。良くやっていてくれている証拠だと思う。

238

現住居の水道管は　30年以上前に　敷設されたものであり　末端地域の水道水　水質検査を
してもらいたい。　
末端地域での　安全性を確認してこそ　安心して使える。
当家では　安全性に疑問があり　常に煮沸後飲料にしている。

239

言葉が硬い
小学生にもわかりやすく伝えられるようにすることが、未来につなげていくことができるの
だと思われます。興味がなければ、小学生は水道というものを素通りします。それは、大人
になっても続いていくことになります。ハンズオン授業がアメリカで功を奏するように、体
験学習をすることが、一番の効果につながると思われます。

240
個人的には、以前から水道水の安全を、確認しているので、全で使用して居ります。味も良
く、問題ありません。もっとPRをした方が良いと思います。

241 公園とか、回覧板にポスター掲示してください。電車や公共施設を利用しない人もいる
242 公共交通機関だけでなく、一般の人が目に付く所にポスターを貼り付ける。

243
公道への誘導を促す内容を盛り込むように工夫するといい。今回はＩＷＡ展示に伺った。水
質簡易測定の体験や、浄水場見学や、水道事業紹介など、連絡先・アクセス先だけでも付加
することが大事。

244
公民館で仕事をしたときに、埼玉の水という缶詰をもらいましたが、あれはいったい何だっ
たのでしょうかね。

245 広く広報すべきだと思います。

246

広域事業であることが八ッ場ダム以来の久しく忘却のかなたから、民主党政権を思い出すこ
とができるポスター下部の列挙であるが、秩父郡が埼玉でないとは河川と県土の広さを再確
認した。問題は、有事に対応するメニューの開示を願いたい。汚染が広がるなど問題解決に
どこの主体者がリードするイメージを県民にも事前に伝える必要が大いに感じるところであ
る。

247 荒川、利根川の地下水をりようして、飲料水用に開発販売できたら素晴らしい。

248

国は外国企業に水道事業をやらせ、そのディベートを得ようと企てている。外国企業に委託
した国の水道事業は、安全性が低下し、
水道料金は値上がりし、悲惨な状態に陥っている。個人的な利権を得る為に、日本の安全な
水道事業を売り飛ばすことは絶対にあってはならない。ふざけている。絶対に売り渡しては
ならない。

249 今の水道水は昔と違って安心して飲めます。

250
今の生活は蛇口を回せば綺麗な水が出てくるのが当たり前になっています、しかし、その維
持管理に大変な管理が必要なのかをもっと消費者にＰＲすべきです。

251
今は紙の媒体よりもTwitter等で定期的に情報を発信したほうが多くの人に知ってもらえる
と思うので、是非こちらにも力を注いでほしいです。
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252
今は買った水を使っていますが、もっと水道水を活用できるというPRがあれば、もう少し使
い道があると思います。

253 今までのように安全でおいしい水をお願いします。

254
今回のアンケートで、きちんと水質管理がなされていることがわかりました 水道水を見直
しました

255
今後、水道管等の施設の改修が急がれます。自治体の水道事業運営も厳しい状況だと思いま
す。水道料金の値上げも兼ね運営方法を多方面から議論をし、安全、安心な水道水の提供を
お願いいたします。

256 今後とも安心安全な水の供給をお願いします。
257 今後とも啓発活動を継続して欲しい

258
今後とも水質の調査報告を継続してください、水道メーターのスマート化の方向でお願いし
たい、水道管の更新の時流れを活用した発電で蓄電させ非常時の対応、非常用の貯蓄水槽な
ど団地やビルなどには必ず装備する方向でお願いしたい、

259 今後の維持が大変
260 今後の人口減に対する水道インフラの補修・整備が心配。
261 今後も安心・安全な水の供給をお願いします。
262 今後も安全な水を目指してください。
263 今後も安全な水道水をお願いいたします。
264 今後も割安で安心・安全な水を各家庭に届けて欲しいです。
265 今後も美味しい水道水食う水お願いします。

266
今住んでいる地域（桶川北本水道企業団）の水道水は基本的には美味しく安全と思いますの
で、これを未来へと続けていただきたいと思います。

267
今昔写真を並べることによって、便利になった、便利な暮らしをさせてもらっているな。と
感じた。

268
今年6月1日の水道施設見学会に参加して、水道水の流れを見せてもらって、とてもよかっ
た。災害が頻発しており、水道の重要さも認知が上がっていると思う。県内・市内のインフ
ラについて、また見学させてもらう機会があったら参加して、よく理解したいと思う。

269
今年の夏はあまりに暑かったので、水の利用が多かった。その際、ポスターを見たこともあ
り、水道水を浄水器に通さずにそのまま氷を入れて飲んでいた。冷やしたせいもあるのか全
く気にならなかった。

270
今年はなかったが、やはり節水の意識は必要だと思います。よく日本は「安全」と「水」は
タダと言われてきましたが、もはやそうではなくったと思います。

271
今年は雨が多くて水道水の制限が無く良かったです。水は大切に使用しています。
今後も水は必要ない時は使わない用にして行く用にしています。

272 再生の水ですから、現在の対応で十分

273

最近 水道事業の公営企業会計化とか民営化との話しが盛んに聞かれますが、現在の公営水
道事業の現状や深刻さがなかなか判りにくい。事業戦略策定と言っても素案を見ると、いず
れ料金値上げで対応する程度しか策がないようにとれる。もう少し 市民に分かりやすく事
業の現状を説明する必要があるのでは？

274

最近、インフラの整備がなされていないように感じます。
水道管ではないのですが、自宅近くの水路が雑草で水路を遮断しているのです。
地元の方が雑草毟りをするのですが、直ぐに生えてきてしまい、効力がありません。
市の土木関係の方が整備していない様子から見て、市の事業として行われていないように感
じます。
埼玉県は東京オリンピックで、新規設備の設置に予算を割いていると思われます。
然し乍ら、既存のインフラも整備されていっては如何でしょうか。
水道管の老朽化は水道水の水質に関わってきます。
この際、埼玉県の社会インフラを見直しても良いかと思われます。

275

最近、直接、水を飲むことが少なくなってきました。食事の時も、ペットボトルのお茶を飲
んでいます。勿論、ご飯を炊いたり、食器を洗ったりするときは水道水を使いますが。
日本の水道水が危険という認識も持っていません。日本の水道水は世界でもトップレベルの
ものと考えています。キャンペーンポスターを作る必要性もないと感じています。
ただし、節水等のＰＲの必要性は理解できます。

276

最近の水道水は、市販の水とくらべて、決して引けをとらないと思ってます。
また、他県と比べても、埼玉北部の水はおいしいです。

がんばってください

277

最近の天災などで水道が止まると大変だという感じは市民もわかっているように思えます。
ただ具体的には「ミネラルウォーターがあるから」「風呂には入れないくらい？」などよく
わかっていないように思えるので、そのあたりを示しては？トイレが流せなくなるのは上水
道の問題？とか。
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278
最近はミネラルウォーターを飲んでしまう事や、水道水をそのままでは無く水出し麦茶にし
て飲む事が多いです。

279
妻が水への拘り強く浄水器利用。今は水質改善され美味しいんでしょうね。
氷を作るときは沸騰させて冷ましています。
啓蒙は大切ですので引き続きお願い致します。

280

妻沼新第２浄水場のデータを見ましたが、基準項目に農薬類はありません。農業は全国的な
基盤産業であると思います。検査基準項目に「農薬類」を加えるべきではないでしょうか。
また、この検査地点は毎月検査地点となっていますが、６月のみが数値表示が明らかで、他
の月はシャドー掛けです。
全ての水は、農業用水も含めて河川へ流れ込みます。農業用水だけ、特別扱い(〇〇揚水
費、〇〇用水費などの賦課金を、農業従事者にのみ課している)することに疑義がありま
す。水質検査基準項目に「農薬類」を加え、
「水」の管理に関する、行政管轄は一元化されるべきであると思います。

281
災害の復旧に水道水が重要であり、日常生活にも重要である。断水の復旧対策に力を入れて
欲しい。

282
災害が発生するたびに、万一水道がストップしたらといつも思うが、全ったくその対策をし
ていない。

283
災害による断水が発生した時の行政で検討されている対応策を普段から示してほしいと
思います。

284 災害時でも安全に使えるなら、それを知れる機会があればいいなと思います。
285 災害時でも安定した水道水の供給をお願いします。
286 災害時に水が無くなると困るので風呂はいつも水を張っています。

287
災害立国として、各地の状況を見て、水と電気は生活に密着しなくてはならないモノです。
耐震性、老朽設備の近代化など、シッカリ予算を取り、先を考えた給排水設備の強化をお願
いします。

288
埼玉にかかわらず、日本の上水道の基準は非常に高いと思う。このレベルを、質・量ともに
今後も維持してもらいたい。

289

埼玉に住むようになりまして２０年位ですが、埼玉県の水道事業（近くの朝霞浄水場は知っ
ておりましたが‥。）や今回のキャンペーンポスターのことは全く知りませんでした。
しかしながら、水は人が生きていく為には絶対に必要なものであり、皆が大切に使っていか
なくてはいけないものですから、これからは一層の関心をもっていきたいと思いました。

290 埼玉の水は安全で美味しい信頼できる。

291
埼玉の水道水は「おいしい」というのが実感です。
また、安全・安心も含めて信頼しています。

292

埼玉は他自治体に比べ、水道料金が割高だと聞きました。
日本の水が安全なのは皆知っていると思うので、節水や排水（油や細かなゴミを流さない
等）のエコを促すポスターならまだいいですが、単なる水道水周知するなら、水道料金の値
下げにご尽力願います。

293

埼玉や東京という人口過多の地域では、水の品質を訴えても効力なし。
また、期待もしていません。
プロモーションする価値もないため、例えば「東京水」（水道水？）などのブランドづくり
も税金の無駄使いです。
水の品質ではなく、別のアイテムを仕掛けるほうが効果あります。
「東京水」をブランディングした会社が儲かっただけでしょう。

294
埼玉県＆さいたま市の水道については、水質の安全性・供給の安定性など全てに亘り信頼し
ています。但し、ポスターは見ておりませんでした。出来れば自治会に配布し町内の掲示板
にも張り出せるようにされたら如何でしょうか。

295

埼玉県、東京都の飲料水の評価は高いとよく聞きます。特に草加市は井戸水とブレンド
した飲みやすい水として承知しています。市でもよく宣伝しています。
安全、安心な飲料水は日本の宝です。ぜひ、これからも高水準な飲料水を守っていって
いただきたいと思います。

296
埼玉県が水道について積極的にキャンペーンしているのはよく知ってます。公共財としての
水道の働きや役割が一般の人にさらに深く認知されるのは大変結構なことだと思います。

297
埼玉県に引っ越してきて20年以上になりますが、どこに浄水場があるのか知りません。水道
事業そのもののPRが少なすぎると思います。

298 埼玉県の水道状況が良くわかり、良いことだと思います。
299 埼玉県独自で水源の確保をどんどん進めて欲しい

300
三郷の浄水場に見学に行ったことがあります。毎日安全安心なお水が飲めるために、日々努
力している姿が見られてよかったです。より多くの人に浄水場見学の機会を与えていただけ
るといいかと思います。

301 使用者の正直な言葉をポスターに良くも悪くも載せてほしいです。
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302
子どもにも大人にも浄水場の見学などができるようにしてほしい。身近なものなのできちん
と学びたいです。

303
子供たちを通して、水の大切さや、管理について知ることが出来ました。これからもよろし
くお願いします。

304
子供の幼稚園でも水道水を飲んでいるし家でもそのまま飲んでます。
今まで何の問題も無かったので安心して利用出来てます。これからもよろしくお願いしま
す。

305
子供は、学校や公園の水道水を飲んでいて、家庭と外出先では考え方を変えて、飲んでいる
ので、安全でおいしいことは大事ではあると思う。

306 子供へのアピールを意識して欲しい
307 市の浄水所があるので特にありません。

308
市町村の水道事業は良く知っているが、県の水道事業はあまり知らない。他の人もそうだと
思うので、さらなる宣伝・広報をお願いします。

309
市町村水道と県営水道の区分がよくわからない。日本の水道技術は高く、水道水の印象は悪
くないので、イメージアップに注力するよりも、具体的な業務内容の認知度が向上すればよ
いと思う

310
市販の水と比べると”まずい”と思う。温度や利用の仕方で味や臭いが変わると思われるの
で、科学的なデータでの説明で無く利用方法の上手い解説が必要ではないか？

311 市民の大切なライフライン、いつも運営ありがとうございます。

312
施設の老朽化や現状の経営状況など水道事業が抱える課題をもっと県民にアピールすること
が必要と思います。

313

私が勤務していたさいたま市の小学校では毎朝保健室の先生が構内の水道を出しっぱなしに
した後水質検査をしていた。そして児童には安全なので水筒持参より学校の水道水を飲むよ
うに指導している。　他の県はわからないが、埼玉県の水道水は安全で美味しくそのまま飲
めると言うことを学校,PTA,自治会等又テレビで埼玉県の特長としてアピールして欲しい。
なぜ埼玉県の水道水は安全だけでなく美味しいのかという理由もつけて。市営と県営の水道
の違いは知らなかった。

314 私の住んでいる所の水道水は、何十年の間、ずーﾂと飲んでいますが美味しい水道水です。

315

私の地域では、古い水道管の更新工事していますが、地震対策など強固な施設にして頂きた
いと思っています。
災害時には、１番目に水道が確保されている事が大切だと思います。2番目には電気が無い
と生活できないですね。

316

私は、外出時に持ち歩く水は水道水です。専用の水筒で持ち歩いています。
わざわざ購入しないで済むので、便利です。
人は、わざわざ重たいものを運んでといいますが、何を基準にしてわざわざなのかわかりま
せんが、いつも美味しく飲んでます。

317
私は水道水はおいしいと思うのですが、子供はおいしくないと言います。年代別で水道水の
味をどう思っているか知りたいです。

318 私は東京に住んでいたので埼玉県の水は美味しいと思っています。
319 自治会の掲示板とかにも掲示するように派手に実施するほうが良い。
320 自治会組織の掲示版などにもキャンペーンポスターを貼ったらどうでしょうか。

321

自治体によっては水道事業が立ち行かなくなっている所もあると聞いています。
非常に重要なインフラなのですが、今回のアンケート内容は知らない事が多く恥ずかしい限
りです。
水道の事業に関わっていらっしゃる方に感謝しつつ水を使用していきたいです。

322 自然災害に備えたライフラインについて興味がありました

323
自然災害等が原因で断水になった地域の様子をテレビ等で見て、初めて水道のありがたさを
認識します。水道事業の現状をもっともっとアピールしていただければと思います。

324
自分が住んでいるところの水道水は、普通に飲料水としては不味くて依然として飲めない状
況。

325
実家は川越市で市の水道設備が主なためあまり埼玉県の水道の恩恵は受けていないが、もう
少し東京や神奈川との違い（特ににおいや味）をアピールしていいと思う。

326
実績がすべてだと思います。が、そのまま飲んでも問題ない事はもう少し言ってもらって良
いと思います。

327
蛇口をひねって出てくる水が安全なのは素晴らしいことだと思う。飲み水を購入している人
は多いけれど、私はそのまま使用している。
漏水も見つけたときは積極的に連絡をし、協力もしているのでこれからも頑張って欲しい。

328

蛇口をひねって水がでて当たり前
断水するとようやく水の貴重さに改めて気づかされるというのが正直なところです
埼玉の美味しい水をアピールするイベントなどを駅やショッピングモールなどで開催された
ら関心が高まるのではと思います
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329
蛇口をひねればきれいな水がでてきて使えるのは非常にありがたいことデス。これからも安
全で安心できる水道水を期待しています。

330 取り組んでいることを広くＰＲした方が良い。

331

取水する河川によっては農業用落ち水が混ざったりと浄水場の能力で臭いが取りきれていな
いように感じます。
県をまたぐと取水権など色々問題もあるかと思いますが、
できれば流れがそれなりに速い綺麗な河川が元になる水道水だと良いです。

332
首都圏に送水するダムの補水状態を広報、インターネット、ポスターなどで常時知らせるよ
うにして水の節約を訴えてほしい。

333
住まいがマンションなので水質管理を定期的にしているのかとても不安です。住民が納得安
心するような決まりごとを決めて欲しいです。

334

住んでいる都道府県により、水の味がちがうのはしょうがない。
親の転勤で国内は北海道から九州まで行っていたので、関東の水は口に含むまで時間がか
かった。
衛生面では水道管の劣化以外は、他の国より優れているようなのでしょうがないかと。
マンションは、貯水タンクをみてしまうと水道水は飲めないかも。
都内在住の夫は、絶対水道水はのまない。
なんとも言えない。

335
重要なライフラインなのですが災害に合わないと関心がわかないですね。上水道より下水道
の方が私は気になりますけど。

336

春日部住民なので浄水場があるのは知っていました。私達の生活する上で大切な水なので今
後情報を入手したいと思います。
茨城の五霞にも供給していることに驚きました。以前幸手市と合併するなんて話があった
が、これが関わっている可能性があるのか。

337
所沢の水道水は、買って来る水と、さほど変わりなくそのまま飲んでいます。
美味しいですよ。

338

諸外国の水道水と比較すれば、日本の水道水は優れていると思います。水を飲む、というこ
とに関し、ミネラルウォーターが比較的安価（海外に比べれば高額だが）に入手できるの
で、そこに対抗するのではなく、水道水として可能な範囲で、良質な飲み水を提供できるこ
とを目指すことが大事かと思います。

339

除染作業とか 河口付近の東京湾放射線レベルの公表が頓挫してしまった。
今どうなのか？
また規制値以下の計測値が0って言うのも最低な事なかれ主義。表示値を生で伝えて欲し
い。
どさくさに除染土を廃棄する輩もいるのだから。現状では水道は飲料水とは思えない

340 商業施設や回覧板などの活用があると、普及啓発されるのかなと思います。

341
小学校で浄水場見学に行ったので、水道水は安全だとしっています。けれど、スーパーのボ
トルで浄水を販売してたりペットボトルの水が普通になっているので、水道水に注意を向け
るのは難しいです。小中高大学、職場でアピールしたらいいと思います。

342
昭和の時代に比べ、現代の水道水がどれだけ良くなったかを詳しく説明する必要があると思
います。

343
上下水道は地味なイメージですが生活に欠かせない大切な事業。
当たり前すぎて普段は有難味が薄いが、無駄にしないように大切に使わせていただいていま
す。

344

上下水道事業の経営環境は設備の老朽化によりさらに厳しくなっている。また上下水道は公
共インフラの中でもその投資や資産の規模が大きい。したがって、上下水道はその規模から
地域経済活性化によっても重要である。県で上下水道に民間ノウハウを活用する取り組みは
本格的な改革に至っていない。水道はこれまでも民間事業者による経営は可能であったが、
資産売却を伴うことから自治体側に抵抗感が強く、下水道は下水道の規制が壁となってい
た。こうした中でＰＦＩ（民間資金を活用した社会資本整備）や、公共インフラの運営権を
民間に売却する「コンセッション方式」の導入が提案されている。コンセッションで売却す
るのは事業の運営権のみで資産は売却しないため、上下水道への活用が自治体で検討されて
いるが、もとより民営化自治が目的ではなく、利用者負担の軽減とサービスの向上、地域活
性化が目的である。しかし、上下水道に関する関連制度は公営が前提となっていて改革を阻
んでいる。根本的には、経営・財務の「見える化」が行われていないため、改革に対する必
要性が県民の間で十分理解されていない。

345
上水への安全性はわかるが 家庭にくるまでの配管内での安全性や 一度タンクにためてから
ポンプで送っているマンションや家への対応等がどうなっているか知りたい

346
上水道事業を採算性から民間に委託しようとする動きがあると聞きますが、とんでもない話
しで、国を売る事にもなりかねないと危惧します。　我が国のアイデンティティを守る意味
からも、是非 この事業を継続して戴きたいと強く希望致します。
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347 情報が少ないと思います。
348 浄水器を使用しなくても美味しい水を作って下さい。

349
浄水器を通した水しか飲んでいません。
近所のスーパーの浄水器の水を、持参した容器に入れて帰る人をよく見かけるので、なんと
なく水道水は体によくないイメージがあります。

350
浄水器を通して水を飲む習慣ができているので、今後も水道水を直接飲むことはないとおも
います。ただ、水の安全性については今後も品質向上を続けていってほしいと思います。

351

浄水器使用者の最初の声は臭いの低減化と季節天候に無関係な安定化と思います。官能試験
者による臭気試験と気温、降雨量、河川水位情報を合わせ検討することも現状把握には必要
かと思います。（1983から20余年春日部で生活をしましたが、毎月自宅（町田市南地域）へ
帰るたびに臭いの変動という面で地域差を感じたものでした。（最近を知らずに持ち出して
申し訳ありませんが)

352
浄水所が４つあるとは思わなかった。

353
浄水場があっても家庭、マンションの排水管が古いと意味がないので、賃貸等には家主にタ
ンクや排水管の管理洗浄を義務付けて欲しい。

354
浄水場がいくら頑張っても各家庭に繋がる配管が古かったり汚れていたら意味がないと長年
感じている。

355 浄水場の見学ツアー等の開催で水道事業の啓蒙をしてはいかがでしょう。
356 浄水場の見学会があれば、是非参加したい。
357 浄水場の整備も大事だが各家庭の水道管が悪いとどうしようもない。
358 浄水場の問題とマンションなどの水の問題は別だと思います。
359 浄水場見学に行きました。埼玉県の水の管理がよくわかりました。安心できます。
360 色々な情報があり、とても勉強になりました。　とても素晴らしい広報活動だと思います。
361 色々な情報を教えていただき　有難う御座います。

362
新三郷のように、五ヶ所全ての消毒等を塩素から紫外線にして欲しい。東京の水は美味しく
なった、と聞いています。

363

身近でいつも使っているものほど、あたりまえに感じてしまうものだと思います。このよう
にキャンペーンポスターを作って告知して頂けると、改めてありがたみがわかって良いと思
いました。
しかし「とにかく、安心して飲んでください」というようなメッセージが込められていると
感じて、どんな理屈でそこまで言えるのか、安心できる理由がもっと知りたいと思いまし
た。
今後ともよろしくお願いいたします。

364 身近に接するところに掲載されていない。
365 震災と火災ががあるたび水の大切さを痛感する

366
震災の時は水質検査の結果を公表していただいていたので、数値で見ると安心することがで
き、活用させていただきました。

367
震災や災害の都度水道の大切さは感じているが、正直実感があまりない。
その点を考えると水道料金（下水）は，ある程度高いのはやむを得ないのか
と思う。

368 人間生きていくにあたり一番大切にて、大切に扱いたい。

369
人口減少社会に入り、県の水道事業を含め、市町村水道事業の、維持管理費、施設更新を含
めた採算性、収支見通しはどうなっているのか気になる。

370 推進していただきたい
371 水について考えようというきっかけになると思った

372
水の安全のために様々な施策をしていることを実感できた。　広報を充実させて、認知度を
高めるようにすると良い。

373 水の安全を望みます。

374
水の大事さ。
もっともっと多くの人に認識してもらうには、
方法を変えてもいいかもです。

375 水の大切さは震災や災害などの時に特に感じる。日常的に広報してほしい。
376 水の大切さを身に染みて感じています。特に海外と比べると日本の水は最高ですね。

377
水の問題は、これからの時代、大変大事なことだと思っています。
水道水が安心して飲めるのは、多くの方の努力の賜物と思っています。
これからも、お願いいたします。

378 水は、国民みんなの課題・問題だととらえられるような啓発事業

379
水は、生活にとって必要不可欠なものですので、安くて、安全な、安心していつでも飲める
水道事業を今後とも宜しくお願いします。

380 水は、大切な資源です。これからも大切に使いたいと思います。
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381

水はあって当たり前に感じるけど、そうではないので、水の大切さの教育にしっかり力を入
れてほしい。理由をしっかり知らなければ｢水の無駄遣いはだめだよ｣と伝えても煩く感じる
だけだと思うので、浄水場や下水処理場、そういったところだけでなく湧水などがあるとこ
ろ、川の利用もﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸで教えてほしい。

382

水はすごく貴重だと思っていますが、飲み水はミネラルウオーターを使っています。
水が綺麗でも、水飲み場が汚い印象があります。
水道管もどこか錆びているようで、錆臭い印象があります。
設備が古いと努力だけではどうしょうも無いかもしれません。

383 水は人間の命。よろしくお願いします。

384

水は生きていくために必要不可欠な物である。水道についてはその安全性に絶対の信用をお
けるよう管理をしっかりして欲しい。また、限りある資源を大切にするため、節水の必要性
を恆に啓蒙する必要があると思う。
さらに、中水道の技術を進化させ、上水道の無駄をなくす工夫が急務と考える。

385 水は生活に欠かせない命の泉です。水道事業の益々のご活躍を祈念します。

386
水は生活に欠かせなものだからこそ、安全に供給してほしい。
もっとアピールしてもいいと思う。

387

水は生活に必要なものであり、全員が必ず使う水道水なのに、なぜイメージアップしようと
するのかわからない。
そんなに周知したいなら、ポスターを作るより雑誌やテレビで安心安全である旨を特集して
もらうよう交渉すればいいような気もする。
必需品であるのに水道料金は高いと思うが、民営化や外国資本参入は避けてほしいとも思っ
ている。

388 水は大切だという事を　近年の災害をみて思っています
389 水は大切なので、遠慮せずどんどんやってほしい。

390

水は大切な資源です。皆さんも水の大切さは十分に認識していると思います。それでも
蛇口をひねると水が出るので災害でもないと認識が薄れそうです。常に大切さを認識しても
らう努力が必要です。経営は公設民営になっているのですか？　さいたま市の水道は赤字に
なっていないので資金繰りに問題が無いと思いますので、検針と支払いを３～４月毎にする
だけで大きな経費の節約になります。

391
水は普段は気にならないが、災害が起こると、一番心配になります。
安全な水を供給している事や、仕事内容をもっと、一般市民にアピールした方が良いと思い
ます。

392

水は無くてはならないものです。自然の湧き水で生活をするのはほぼ無理なわけなので、水
道事業の大事さは際立ちます。
飲料水が汚かったり臭かったりすれば、飲み水、料理、粉ミルクまでも嫌なものになってし
まいますし、健康を害することにつながっていくと思います。
今後も、水道事業の質の維持を期待しています。

393
水は命、これからも大切に取り扱い本事業関係の皆様に感謝の気持ちを申し上げますととも
に今後も一層の努力をいたしますことを約束いたします。

394
水は命の元です。今回の災害で本当に実感しました。日本の水道は昔から優れた構造で多く
の人々にきれいな水を提供してきました。この事実を多くの人に知らしめる必要があると思
います。

395

水も不自由なく利用しているときは空気の様な存在ですが災害にあってライフラインが止
まったりすると急に生命を脅かす存在になったりします。外国では日常生活の中で飲める水
をペットボトルで買って飲むということを聞いたりすると日本はどこの水でもきれいな水の
出る国だとつくづく感じます。これからも水を大切に使いたいと思います。水質検査がいつ
もされており安心安全に飲めることに感謝をしなければいけないと感じます。

396 水を大切に使いたい。
397 水を大切に使用したいと思います。
398 水源地の確保。

399
水質に関する広報が多いように思います。設備更新や現在の設備がいつごろ作られたとか、
地域の大きな財産の詳細をもっともっと説明して欲しいと思います。
値上げの時だけ設備・保守・コストを言い出すのは何かアンフェアに感じます。

400 水質を検査しっかりしてほしいです。
401 水質安定化など事業運営に感謝しています、
402 水質基準を満たしていても、そのまま飲める状態ではない。
403 水質検査が十分徹底しているので、安心、安全の更にＰＲを県民に周知をお願いします。

404
水質検査は浄水場だけでなく、家庭での検査も必要ではないか。すべての家庭となると時間
的にも難しいがサンプル的にやってはどうか。

405 水質検査を正確に実行してほしい。
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406
水質検査結果を県HPから当初(3.11東日本震災)見るきっかけとなったが、最近は変わらない
だろうと見る機会が薄れています。長期的に成分が変化しているのか興味がありますので、
ぜひ発表をお願いしたい。

407
水道、電気、ガスがないと毎日の生活に困ってしまう。持続して欲しい事業のひとつであ
る。

408

水道が完備していることはとてもありがたいことだが、寒暖差の激しい時期は道路温度の影
響を受けやすいため、夏場は湯の様な水しか出ないし、カルキ臭が酷くてとても飲むことな
どできない。この夏は特に酷かった。枝管の浅さが問題なのだろうが、今後、この種の問題
を解決する方法は考えられるのだろうか？

409
水道とてもありがたいです。こんなに恵まれているのに、当たり前と思っている人が多いこ
とが悲しいです。

410 水道については、一番考えることは、節水ということです。

411

水道に関して、小学生のポスターは見たことがある。良い教育活動をしていると思う。北海
道の地震で、断水が続いていて大変そうな映像を見た。蛇口をひねればきれいな水が出てく
るのを、普段、当たり前のように使っているが、実はとてもありがたいことであることをあ
らためて認識した。

412

水道に関わらず、河川の水の浄化は環境保全のためにも非常に大切な事と思います。近年、
河川の水質が改善され、魚などの水生生物が戻ってきたとの報道を聞く度に喜ばしく感じて
おります。
水道水の味やにおいについて特に不満を感じておりませんが、水道水はそのまま飲まない方
が良いとの印象があり、必ず沸かしたものを飲んでおり、冷たい水を飲みたい時は冷蔵庫に
入れた市販のナチュラルミネラルウォターです。
東京都で、『東京の水道水はミネラルウォーターに負けない？そのまま飲んでも美味しい』
的な広報をテレビ放送で見たことがありますが、埼玉県のは見たことがありません。より一
層のPR活動が必要と考えます。

413 水道の安全性をもっとアピールしてほしい

414

水道の蛇口をひねるとあたりまえに水が出る事に、慣れてしまっている自分自身が、怖い気
がしている。風水害の様子をニュースで目にし、飲料水に困ってコンビニ行っても、品切れ
で、買えない状況に考えさせられた。資源のない日本で、唯一水だけは豊富だと思っていた
が、この先、地球の温暖化などで干ばつのことなど考えておくべきです。

415
水道の重要性は多くの人に認識されていると思いますが、どう、どこまで水質確保のため努
力しているかは知られていないと思います。積極的広報を望みます。

416 水道の水が飲めるのは日本だけ。

417

水道の水質が時々臭いや味が気になるときがある。水道局の対応も通り一辺倒で釈然としな
かった経験がある。常に水質が変化するもので、それがどんな幅で動くのか、それをどのよ
うに抑制しているのかといった具体的な理解を啓発する必要があると思う。その意味で、
キャンペーンポスターの狙いが的確に伝わってこなかった。

418
水道の水質検査について、中々、分かりにくい感じがする。もっと分かりやすくなると理解
が深まると思う。

419

水道の民営化が政権内部で検討されていることを最近知って心配になっています。いつまで
も安全で安定した水道水が、貧富に関係なく、すべての人に供給されるようであって欲しい
です。そういう私たちの生活にとって基本的なところが揺るがされるようだと、安心して暮
らしていられません。

420 水道の民営化の話があるようですが反対です。
421 水道の有難さを再確認します。
422 水道は、生活の基本です。今後とも水質向上に取り組んでほしい。

423
水道は、毎日の生活に直結し、欠かせないものであることから、広く普及をすることは、大
切だと思います。
ぜひ、分かりやすく、正確な情報を提供くださるようお願いいたします。

424 水道はもっとも重要なインフラなので、安全に配水が行われていることに感謝いたします。
425 水道は民営化してはならない。

426
水道をひねれば当然出てくるのが、当たり前だと思っていた水道の水ですが、最近、色々と
自然災害も多く、他の地域では、断水で苦労されているニュースを見聞きします。水道の水
をもっと大切にしていきたいと思います。

427 水道管の更新が必要な場所も多くなってきています。
428 水道管の更新をお願いします。
429 水道管の整備についても知りたかった。
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430

水道管の老朽や過疎化の地域では水道料金が上がるというような報道を見ているので心配は
あります。近くで大きな施設の工事をしているからか？水が茶色くなることがあり近所の人
が役所に聞いたところ工事の影響だろうから水を数分ながしてくださいと言われたと聞きま
した。何の連絡もないものなのでしょうか？気が付かずこんな茶色い水を飲んだらと不安に
なりましたしその後もずっときれいなのか不安です。４０年前の管のままなのではないか
と・・・新しいとかどうしたらわかるのでしょうか？

431 水道管の老朽化、耐震化がきになる

432
水道管の老朽化が問題になっていますが、埼玉県内は更新が進んでいるのでしょうか？
ポスターはほとんど認知していませんでした。どこにあるのか、これから注意して探してみ
ます。

433 水道管の老朽化対策など機会がありましたらＰＲしていただけたらと思います。
434 水道管の老朽化対策を早くお願いします！

435
水道管はきれいなのか？
不安である。

436
水道管等の経年劣化の更新が進展しないという報道に接します。少子高齢社会の深化により
思い切った値上げ等は難しいと思われます。未来に備えて設備更新に一直線で取り組んでほ
しいと思います。

437 水道管等の老朽化が心配です

438
水道含め工事用道路でない方法あると思うのだが、
地域限ってベターな方法の検討はないのでしょうか？

439 水道企業団との関係は？
440 水道及び下水道も大切な社会インフラであると県としてもっとアピールして下さい。
441 水道局への見学をしたい。
442 水道工事の際は、近隣住民への通知と慎重な工事進行をお願いしたいです。

443

水道工事の方、特に警備員の方の態度が悪すぎてイメージが悪いです。
車両通行止めになることは仕方ないですが、道路での案内もろくにできないのに雇用する意
味はあるのでしょうか。
上から目線での案内をされて非常に不愉快な思いをしました。

444
水道事業が各市町村、県などで別々の運用になっていて無駄なコストや時間がかかっている
ように思える。国営とまでは言わないが、せめて県内で運営は統一し、管理業務や品質基準
などをまとめてより効率的に、安全衛生の向上やコスト削減に取り組めないでしょうか。

445

水道事業とは直接、関係はないと思うが、水のある暮らしの癒しの空間、逆に水恐ろしさ！
水を完全にコントロ－ル（＝管理）できるのでしょうか？我々の思いと自然の思いの
ギャップ？に戸惑いを感じます。西日本豪雨被害で起こったように真備町の水による被害地
が飲み水が断水状態になり、給水車で配水している皮肉な現象に何とも言えない水の管理の
難しさを感じました。

446
水道事業について、あまり真剣に考えたりポスターを見たことがなかったので、今後はもう
少し細かく目を通すようにしようと思った。

447
水道事業についてのポスターは見ていません。水道は何となく使っているのでもっとイベン
トなどで啓蒙して欲しいと思います。

448 水道事業については良くやっていると感じています。

449

水道事業のことでポスターなどにわざわざ費用を使い必要は無いと思います。
世界的に見て日本の水道の品質が高いのはよく知られているし、そのレベルを維持してくれ
れば十分です。
その為にも無駄な費用は使わないで欲しい。水道事業のことを県民に認知してもらう方法と
しては、県が毎月配布している冊子に載せる程度で良いと思います。
但し、読みやすいレイアウトとデザインにしないと殆ど目に留まらないかも知れませんが。

450

水道事業の重要なことは、北海道にいた時に叔父が苫小牧市の水道課にいて、水源管理もし
ていたので身近に感じていた。子供の頃は自宅のポンプから大きな甕に組み上げるのが仕事
で、水はタダという認識だったが、長ずるにつれて上下水道とも、人間生活の入り口・出口
として極めて大切なことと知り始めた。災害時の給水風景が当たり前になってきたが、普段
の水道事業が関係者の地道な努力で市民生活を支えていることをもっと知らしめて良いと思
う。ポスターはどしどしやるべし。

451

水道事業の重要性について、今年ほど認識した年はありません。台風による水害被害、地震
による断水など、生活を脅かす．正に命の水です。施設の維持については、その経費が高騰
しおり、民営化の声もきかれますが、安全を優先に取り組んでいただくよう願っておりま
す。

452
水道事業は、私たちの生活上きわめて重要です。従って、今回のような調査は、私たち住民
の認識の度合いを深めるため定期的に実施してはどうかと考えます。
アンケートに回答するだけで、水の重要性を再認識できると思います。
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453
水道事業は水源林を守ることが大事なことです。東京都では水源林を守るために、いろいろ
な事業を行っています。埼玉県のことはよくわかりませんが、同じ様にやっていることと思
います。

454 水道事業は絶対に民営化してはならないと思った

455
水道事業は大切であるが日頃関心はあまりないのが正直なところ　災害地域の状況を見るに
つけ思う

456 水道事業各部門の見学会を、各地で実施したら、理解が進むと思う。
457 水道水がおいしいということを知らせてもらいたい

458
水道水がおいしくないと言われるのは、浄水設備というよりも配管の劣化の影響もあると思
います。
配管設備の見直しにも注力した方がよいのではと思います。

459
水道水がどういうふうに送られてくるのかわからなかったので
もっと啓発してください。。

460
水道水が安全であることは、安全であることはよく理解していました。
今まで通り維持管理してほしいと思う。

461

水道水が家庭で蛇口から飲めるようになるには水質検査を行い、水道水の安全確保を行って
いる事は知っています。
5、6年前は水道水はカルキの匂いがしてなんとなく美味しくないと思いました。
現在は大分匂いもなく普通に飲めると思います。
安心して飲もうと思います。

462
水道水には感謝しています。日本の水道水は世界一だと思います。外国へ行くと特に感じま
す。水道水事業のポスターっていったいどこにあるの。見たことなし。
尚ポスターなど必要ありません。皆分かっていますので。

463 水道水に対する不信をあおる風潮がなくなるよう尽力してください。
464 水道水の安全さをもっとＰＲしてほしい。

465
水道水の安全性については、日頃から関心があります。日々、安心できる水質の水道水が使
えることについては、大変感謝しております。引き続き、水道事業の安定した経営、安心の
確保を切にお願いしたいと存じます。

466

水道水の安全性については、問題が無くて当たり前の常日頃であり、最近、その水の有難さ
が、日本各地の大自然災害の多発で、よく感じている。自分だけではないと思うがこの安全
で美味しい水道水の品質管理状況については、よりもっと宣伝し、県民の意識を喚起して、
大切にするよう周知も必要と思う。

467
水道水の管理は自治体の基本の仕事です、住民の生活を守る水道水の安全性をしっかりと見
守って行きたいと思います。

468
水道水の質・量の確保への危機感が全く伝わって来ない。何らかの広報活動が必要だと思
う。

469
水道水の水は安全なことが当たり前だと思っていました。
こうしてPRされているんですね。
少し驚きました。

470
水道水の大元の基準を厳しくし検査を細かくしたところで、水道管が悪くなると良くないの
では？と危惧してしまう。水道管の交換は自己負担だし、その点を考慮したキャンペーンを
してほしい。

471 水道水の品質のさらなる品質向上お願いします。

472
水道水は、あきらかに不自然な味がするし、お茶を入れると天然水で入れた時には出ない渋
みや濁りが出る。これを飲んで安全なのかどうかはいつも不安に感じている。

473
水道水はとても大切です。
今後もより多くのPR活動に期待しております。

474 水道水は意外と安全なんだと知った。
475 水道水は汚いイメージがある。

476
水道水は作られていること、コストがかかっていること、安全が必要なこと等の広報は大切
なことです。

477 水道水は人にとって大切なものです。日ごろから意識を持って大事に守ることです。

478
水道水は配管に錆や他の物質に汚染されるではないかの不安があります。水道水と地下水の
比較の情報が欲しいです。

479

水道水は発がん性があるので絶対に飲まない。米をといだり、料理の水も全部ウォーター
サーバーを利用している。飲食店で料理に利用している水は水道水と思われるので外食も控
えている。殺菌のことばかり気にするのではなく、安全な水を届けてほしい。例えばせめて
洗濯やお風呂で利用する水と料理として飲用したり、飲料する水は別々にわけてほしい。そ
のようにしてもらえるなら料金が上がっても仕方ないと思う。

480
水道水は非常に大切な飲料水であるが、認知度が低いと思われる。自販機の普及により、
ペットボトルの利用が多く見受けられる。
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481
水道水は普段から飲んでおり、お茶にも利用している。私の周りでも水道水は飲まず、総べ
て購入水を利用する人も多い。考え方の問題で正解はないと思う。

482
水道水は命を守るインフラです。普段は意識していませんが、災害時に痛感することです。
民営化するという話を聞きますが、あってはならないことと思います。水道管の老朽化な
ど、負担増も覚悟していますので、民営化はしないでください。

483
水道水をそのまま飲めるというのはうれしい。これからも、水道事業に関心を持っていきた
い。

484
水道水をそのまま飲用することは避けています。飲用、炊飯用など口から入れるモノはスー
パーからパックでもらってきています。安全と安心のため・・・。

485
水道水を安心して利用できるよう引き続き宜しくお願いいたします。
安心安全の為の料金値上げは仕方がないものと思います。

486
水道水自体が安全なのは分かりますが、実際、家で使っている水は、時々砂が混じっていま
す。
なので浄水器を使います。

487 水道水料金の地域格差が無いようにしてほしい。

488
水道中に含まれる放射性物質が心配です。いつのまにか検出下限値があげられていて不検出
になっているのではないかと。

489
水道配管の耐震対策が充分で無いように、見聞きしています。予算面もありますが、出来る
だけ早く耐震対策を完成させるようにお願いします。

490 水道便りの配布のチラシで色々な情報を知らせてもらっている
491 水道法が改正されましたが、水質の維持と低価格を保つことを守ってください。

492
水道民営化の噂を聞きましたが民営化されたら貧しい人々が水を飲めなくなってしまうので
民営化は、反対です。
ずっと公共事業で運営していただきたいです。

493 水道料金がほかの地域より高い理由がわかりやすくなるといいと思う。

494

水道料金が以前の倍の額になって驚いた。下水道料金も徴収するようになったとのこと。
5000円くらいだったのが1万円支払うようになって初めて、水というものを見直すように
なった。あって当たり前だったのが、電気やガスと同じたいせつなもの、お金を出して使用
するものという認識に改まった。

495 水道料金が高い。

496
水道料金が高いと思いますので、コストダウンになる方法などを真剣に検討して欲しいと考
えます。

497 水道料金が高すぎる。
498 水道料金が他の自治体と比べて高いので、もう少し安くなれば嬉しいです。
499 水道料金の請求書に告知すればもっとアピールできると思う。
500 水道料金を値上げして、老朽化した管を早く整備して欲しいです。

501
世界では安全な水を確保することが難しい国もたくさんある。水もタダではないし、
無駄にしないようにしないといけない。これから人が減るとスマートシティのようにしない
と水道管の管理も大変。

502
世界にも優れる日本の水道システムの技能やノウハウを海外にもインフラ支援・輸出をして
みてはどうでしょうか。

503 世界に誇れるものだと思うので輸出して埼玉の財源を豊かにしたください。

504
世界水準では日本の水は非常に優れていますので、もっとPRされてもよいと思います。ペッ
トボトルを減らし、環境にやさしくなる上でも、水道水の長所を啓もうしていただきたいで
す。

505
世界中で、日本ほど安全でおいしい水が、水道水から飲める国は無い。
我が家でも、以前は、アルカリイオン水装置を設置して、使っていたが、止めた。
これからも、誇りに思って頑張って下さい。

506
是非、これからも安心安全なおいしい水を供給していってほしいです。そのための検査な
ど、きちんとしていってほしいです。

507 是非、水道水をもっと美味しくしてもらいたい
508 正直なところ、浄水器は欠かせない。

509
生きていくうえで大切な水ですから、体にも環境にも良い物を希望します。
水道事業は勿論、水を大切に使うこと、水を汚さないよう一人ひとりが意識を持って暮らし
ていくことも大切だと思います。

510 生活していくのに　大切なものだからって言う感じで　だいじにしていきたい。

511
生活に密着しているので、特に否定も好感もない。
味は本当にマズイので東京都並みにおいしくなると嬉しいし、誇れる。

512 生命の源で毎日欠かせない水を日ごろから大事にして行きたいと思います。

513
生命や生活に必須な水をいつも何気なく飲んでいるが、その裏では多くの人達がそれぞれの
立場で、常に努力していることを再認識し、感謝しています。
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514
昔から比べると随分水質も良くなり安心して飲めるようになってきていると思いますが、や
はり直接冷たい水を飲む時は買ってきた天然水を利用していますね。

515 昔と今とでは、水道はどちらが安全なのか気になりました
516 昔の井戸水（ポンプ）のお水は美味しかったな・・・と思いだしました。

517
昔の写真がいいですね。
埼玉の水は安全だということを県内はもちろん県外にも知ってほしいですね。

518 昔の写真は素敵だな、と思いました。
519 昔の臭い匂いを知っているので生では飲めません。
520 昔も今も、日本の水道水は安全でおいしい。
521 石灰質が多い水なのでしょうか？蛇口に変な塊が付着するのが不安です

522
設備の老朽化、災害時に起こりうる被害に対してどの様に取り組むのか。
先ずはそこからでしょう。

523 絶対に民営化はしないでほしい。

524

先日の台風（チャーミー）後も無事に水が出て助かりました。停電が続いたのですが水が出
ることで心強かったです。
ただし家の近辺では水道管の老朽化が進んでいるようです。家を建てた時に外構屋さんが家
の前の水道管が漏れていることを指摘してくれました。その後近辺でもありました。
災害続きで大変だと思いますがこれからもよろしくお願いします。

525

先日災害時の北海道で断水などの被害が出ていたとのニュースを耳にしたため、埼玉でもな
にかあったときには断水の被害が出てしまうのではないか、トイレやお風呂、台所など生活
に欠かせない水なのでとても心配になりました。日頃からペットボトルなどに水を少し貯蓄
しているものの、おそらくすぐになくなってしまう量なので、増やすなり他の対策を考えて
備えていなければいけないと思います。

526

先般、さいたま市コミュニティセンター９階で子供たちのキャンペーンポスターを拝見しま
した。その時、県のポスターも多分あったかと思いますが、会場に展示されていたポスター
はみな素晴らしいものばかりで、とても感心しました。
日本人の多くは水は大変貴重なものであることは分かっていますが、安いことから無駄に使
いがちになっています。子供の頃からのしつけや教育がとりわけ大事です。安全や安心の生
活は正に水の使い方からはじまっているのですから。

527
川の水を飲めるまで、きれいにすることは、大変だと思います。水の有り難さを日々感じま
す。

528 前向きなイメージの画像やキャッチコピーが欲しい。
529 全く知らない分野なので今後も是非キャンペーンやアピールして下さい。

530
全く知らなかった。水不足のことしか考えが回っていない。水道事業全般の告知が必要なの
では。

531 全国の水道が老朽化してきているのが心配です。

532
全国の水道水のコンテストや、県内の水道水のコンテスト（例えば、“利き酒”ならぬ“利
き水（水道水）”のイベント）や、地元の水道を使った農産物や加工品などを
表彰したしたりPRしたりすると、認知度があがるのではないでしょうか

533 全然メッセージが伝わってきません。

534
相変わらずパッとしないポスターだなと思うが、変に奇をてらうよりはマシかもしれない。
水道事業は地味である一方、絶対に無くてはならないものなので、マジメにそういう事を訴
えていけば良いと思う。

535
草加とか、土地が低く水が豊富にあるイメージがあるが、理由は忘れたが井戸水が使えない
ような話をマンション管理会社から聞いている。上水道の質も重要であるが、災害発生時の
生活用水への対応（例えば井戸水利用など）も、合わせて考えて頂きたいと思う。

536 草加市の水道モニターでした。水道モニターでいろいろ勉強させてもらいました。

537
息子が小学校で習っていたので知る機会がありました。もっと地域の自治会レベルまで意識
した対応してみてはどうでしょうか？

538 続けて行ってください
539 多少水道料金が高くなっても民営化しないでもらいたい

540
体や手や衣類などを清潔にできるだけでなく、安心して食べ物を洗ったり飲んだりできる衛
生的な水が蛇口をひねるだけでいつでも安定して使えることを、とても幸せだと思います。

541

耐震を速やかに進めてください。
例えば、浄水場の稼働率をもっと下げる（非常時のため、製造工場の例でいうならば２ライ
ン以上常に待機させる。それは整備点検用のライン稼働停止とは別である）
例えば、非常用電源を10日分用意。
例えば、指揮所と現場の情報伝達手段・ルートの複合化
例えば、非常用の水（利用の製品）の製造販売
例えば、管路を積極的に耐震仕様に変更する
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542
台風や地震の被災地での断水で困っているニュースを見るにつけ、水道のありがたさを再認
識しています。これだけありがたい水道事業のキャンペンをもっと目に付くよう大きく取り
上げて行ってほしい。

543 大切な水資源に感謝しています。ご苦労様です。

544
大体車内刷りとかは極力注意しているつもりだが、意識してないせいかポスターを見た記憶
がない。申し訳ありません、今後は県のポスターにはもっと意識してみるようにします。

545
大利根の取水口を見学したことがあるが、取水口(排出側）に大量のごみの類が、浮かんで
いた。
ごみを常時除去する方法は無いものか？と少々不安になった。

546
断水とかならないと有り難みを感じないが、水は生きる上で一番大切なので、断水したら何
に困るか、という広報をしても良いと思います。また、水道水を飲むとペットポトルの削減
に繋がるので、それもアピールして欲しいﾃﾞす。

547 断水などのないようにお願い致します
548 知らない事が多くこういう機会は大切だと思います。
549 知らない事ばかりですみません。
550 地震が発生しても、給排水機能が維持できるようにして欲しい。

551
地震等災害発生時に停電した場合の給水対応はどのようにしているのか？　非常用発電機、
エンジンポンプの設置、維持管理状況を知りたい。

552 地道な普段からの取り組みが、安全と日々の生活を守る事につながると思います。

553
地味ですが、大切なのは水の安全性です。認知されることも必要ですが、重要ではないと思
います。

554
地味なポスターなので見ていても忘れてしまいそうです。長く群馬県にすんでいましたが、
やはり水は群馬のほうが美味しいです。水道水は安全性を保ってほしいです。

555 地味な感じがする。

556
秩父の水は、美味しいけど、値段が高いです。同じ県民なのに不公平です。政策で格差を小
さくして下さい。

557 注目を集めるには十分なインパクトがあると思う。

558
貯水タンクを経由せず直管なら是非水道水を飲み水などに使用したいので、直管の技術が進
むと嬉しいです。

559
朝霞市に住んでいますが、朝霞浄水場の水は来てないと聞いています。少し残念な気がする
のと、無駄がありそうです。

560

鳥取県から転勤してきて半年ですが、水道水がおいしくないです。特に炊飯すると御飯に臭
いが残ります。ペットボトルで水を購入し、買った水でご飯を炊いています。お風呂も肌が
つっぱる感じがあります。かなりの硬水なのでしょうか。水の成分についてどこかに問い合
わせればわかるのでしょうか。水の成分を公表してくだされば、料理の時にも調整しやすい
です。

561 通常の安心とともに緊急時の対策についても告知してほしい。

562
鉄道だけでなく、主婦が出歩きそうな場所にもポスターがあると、子供たちとの会話につな
がるのではないかと思う

563 鉄分が多いと思いますので検討願います
564 天候が雨の翌日に、匂いがきになる

565

天然水の宝庫の県西部から、県全体特に、県東部に広く水道水を供給するという命に係わる
重大な行政措置に対して、県西部（住民）に対する配慮が欠けていると思う。
具体的には、県西部の発展に係る予算執行は少なく、県東部の住民の生活利便のために投資
に偏重しているとの認識に対する回答が欲しい。予算執行は、どうしても人単的に流れやす
いが、価値観に相応する配慮が必要である。それが出来て居るとは考え難い。ポスた－等に
は県西部（住民）に対する感謝の気持ちを持った内容となっているか？（見てないのでわか
らないが）

566
天然水の様な味や質までは求めないが、水道水も限りなく近い味等を今後は求める。価格が
比較検討しにくいが、安価な料金体系を求める。また、水道水の使用量が下水道の使用量と
同額であるが、算出方法を見直しを求める。

567
電車の中で見たポスターは裏面が見えなかったため、せっかくのアピールポイントに気がつ
くことができなかった。

568
電車やバスはほとんど使わないせいか、キャンペーンポスターは見たことがない。煮炊きや
沸かした湯は飲むが、蛇口から直接飲むことはない。
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569

電車通勤しているが、ポスターを見た記憶がない。どこにだしていたのか。
日本では水道は使えて当たり前と思われている。しかし、神田上水をはじめとして苦労して
確保してきた。関東平野では宙水井戸が使えたが浅いなどの理由で問題もあった。そのため
苦労・工夫して今の水道システムが作られているものと思う。水道がなかったらどうなるか
も含め、もっと周知させるべきではないか。学校の社会科見学などを利用して子供のこれか
ら水道の必要性や工夫などを伝えていくべきだと思う。その際、単に上下水道場を見せるの
ではなく、取水から水道栓までをイメージ図だけでなくわかりやすい説明を工夫してほし
い。

570
電車内ては、ほとんどの人がスマホなどの端末機を見ていて、車内の広告に気がつかないよ
うに思う。広告に工夫をするか、告知方法(ネット配信など) を変える方が認識されていい
と思う。

571
東京のように、ブランド化をしてはいかがと思います。ボトル化をして自販機や小売りに
供与しては？（各地のイベントや　長期保存水として）

572
東京の水道水を飲んでいますが美味しく飲んでいます。埼玉の水も皆さんが努力を
しての結果なはずです、これからも皆さんに美味しい水をと願っています

573 東京より実家の鶴ヶ島の水の方が塩素臭くておいしくないです。

574
東京水の様な、新鮮で美味しいと言うイメージがない感じがします。
都内の浄水場では以前、東京水のペットボトルを配布していた事があり、美味しい水とPRし
ていました。

575

東京都では、「小学校の水道はため水では無く、水道管から直に送っているため水が美味し
い」というキャンペーンを行っていた。つまり[東京都のお水は美味しい」というキャン
ペーン。埼玉県ではこういったアクションを見たことが無く、漠然と[一定の検査はしてい
るが、味については無頓着だ]という印象がある。

576 東京都のようにおいしい水として売れるくらいの水を作ってほしい。

577

東京都や千葉県の水が比較的美味しいのに対して埼玉県は水が美味しいイメージがあまりな
い。これは自宅マンションの給水機器が古いので仕方がないと感じる。
今後水道事業が民営化されると聞いているので色々な施策を展開していただける事を期待し
ています。

578
東松山市　水道・下水ともに料金が高すぎる。もっと住民に安価で提供しなくてはならな
い。

579
東日本大震災後、なんとなく不安に思いながら水道水を飲んでいる。将来健康に影響がない
のだろうか。

580

東北から引っ越してきたので、うがいなどで水道水を口に含むと、水のまずさがすごく気に
なります。人工的な感じです。
でも、水はなくてはならないので我慢しています。水道料金も高いので、何とかならないも
のでしょうか？

581 当たり前に飲んでいる水道水について、考えるきっかけとなった。

582
当たり前に使っている水道の水ですが、このような事業のおかげということを、改めて自覚
することは大切だと思いました

583
当たり前に水道が出ているが、幾人もの努力があるのだなぁと感じる。もっと、このことを
知る機会が欲しい。浄水場見学などをやると良いと思う

584
当たり前のように、蛇口をひねるとでる水も、たくさんのひとの力で実現していることをた
びたび感じながらありがたくいただいています。

585
当たり前のように水が口にできる、とても幸せな事だと常に感じ、感謝しています。これか
らもどうぞよろしくお願い致します。

586 特にありません。満足しています。
587 特にない。普通に　安心して　飲んでます。

588

特になし。埼玉は、よくやっていると思います。狭い日本ですが、同じ首都圏でも、県に
よって行政の違い、住民意識の違い、県民性など実感している日々です。キャンペーンポス
ターは、少しゴタゴタして過ぎていて、訴求性が弱くなっていると思います。県民が埼玉の
水に誇りを持てるような、子どもたちに登場してもらう絵柄が良いと思います。余計なお世
話ですが（笑い）。

589
日常の生活において、水道水は無くてはならないものです。こんなに安全に管理していると
は知らなかった。今後もよろしくお願いします。

590
日本では公園等の水道水を当然の事として安心して飲むことができますが、私達はこの事を
誇りに思うと同時に水を大切にしなければならないと考えます。

591

日本の水の浄水は凄いと思います。まずそのまま飲めますから。海外旅行で水って良く分か
ります。でもね今の市に越してから水が不味くて飲めません。風呂もすぐカビます。それも
赤カビです。なんでかなぁ…って思います。生き物にとってとても大切な水です。きちんと
考えないといけません。日本も水を買って飲む時代になるのでしょうか？
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592
日本の水は、安心だと思いますが、そのまま飲むのは、少し抵抗もあります。これからも水
道事業について学んでいきたいです。

593
日本の水は世界でも有数のおいしい水です。毎日飲む水なのでおいしいことは必要ですが安
価で提供できることも必要です。効率よく運営してください。

594
日本の水道で、埼玉の水道は、味や匂いで、何番目に良いですか？
発表してください。
関心が高まります。

595 日本の水道の水は安心して飲めることがよく理解出来ました。

596
日本の水道は諸外国に比べて非常に優秀で、断水なども少ないし、衛生も味も優れていると
思っています。この水準を今後も維持できるよう期待しています。

597
日本の水道水の質の良さはかなり知られていると思うが、その良さ、それまでの工程を広く
知らしめると共に、その大切さもアピールし、夏季の水源地情報も早めに流して、無駄な使
い方を減らすべく、眼に見えるようにしていただきたい。

598 日本の水道水の品質の良さを今後とも維持して下さい

599
日本の水道水は１００％安心と信じて飲料水等に利用しています。
世界一ですよ。

600
日本の水道水は安心して使用でき、
有難いことだと思います。

601 日本の水道水は世界でも一番安全でおいしいと思う。

602
日本の水道水は世界で一番安全で安心して飲めるという認識です。これからも暮らしに欠か
せない水道水を大切にしていきたいと思います。

603
日本の水道水は世界のあこがれです。是非、もっといい飲み水をの精神を忘れずに頑張って
ください。

604

日本ほど水に恵まれた国はないと思います。ポスターは目にしたことがないというのは、私
が外に出ていないからなのか？公共場所には最低限張られていれば目にすると思われます
が、何をアピールしているのか一目でわかるポスターであるといいなと思います。
原発爆発より水質検査結果をよく利用させていただいておりました。大変なことだと思いま
す。小学生のころ、浄水場の見学にも行かさせていただいたことを覚えております。水をき
れいにするという事がどんなに大変なことか記憶に残っているので、流しに油や牛乳を流し
てはいけないと今でも実行しています。子供の頃の記憶は老いても残ることが多いですの
で、社会科見学で強いインプレッションをつけさせるのは良いことであると思います。

605
日本人は何らかの形で直接又は間接的に毎日必ず口にするものなので、きれいな水であるこ
とが重要。幸い現代日本はそのまま水を水道から飲める数少ない国だと聞いたことがありま
すが、今後ともそのような環境を与えていただけると助かります。

606
日本人は水にお金をかけるという風習がないが海外は有料が殆どです。
（水道料は払っています）水不足の時だけ水が大切、無尽蔵でないと強調されるように思い
ます。限りある資源を大切にする告知が重要です。

607
日本人は水については関心がある方だと思うし、水に税金を投入することについて、異議は
ないと思う。小学校の社会科で昔から勉強させられると思うが、その効果もあると思う。

608
認定の工事店が認定の材料を使い認定の工事方法で工事してるのか？？？いつも疑問に思
う。ガスの様に５年ごとの点検もなく使い問題委が起きてから工事では？？？

609
白黒とカラーでの対比は分かりやすくていいと思う
もっと学校や町中にも貼った方が良いと思う

610
白黒の昔の生活を少し懐かしく感じた。（特にこの頃、断水などがあり、井戸水が出ていた
私の家にご近所さんが”もらいみず”をもらいにブリキのバケツを持ってきていたことを思
い出す）

611 販売している缶入りの水をもっと安価にして欲しい。

612

飯能市は有間ダム（名栗川）からの給水と県水の双方から水道水として利用している。
安全で良質な水という点では問題ないと思いますが、西部地域で大久保浄水場からの給水な
ので給水距離が長く、必然的に安全を確保するため、塩素等濃度が高いので味の面ではまず
いと言わざるを得ない。契約上、現在市水だけでも供給可能であってもそれはできない、隣
の日高市は吉見浄水場からの給水のため、距離が短く、美味しい水である。県としても物理
的に短い距離で給水してもらえる努力をおねがいしたい。

613 不在が多いので、水道水は飲まない。腐るのであまり持ち歩きもしない。特に興味ない。
614 普段インドアで徒歩、ランニング通勤なので見ることがないポスターでした。
615 普段そのまま飲んでいる水道水だがアンケートをしてみて普段の水道水はうまいと思う。

616
普段なにげなく使っている水道について、我々がもっている知識というものは、本当に一部
のものだと思います。災害が多発している近年、防災の意味も含め、水道事業の内容をもっ
とPRしてもよいと思います。

617
文字を大きく見やすくして欲しい。
ポスター掲示場所を増やして欲しい。



第129回簡易アンケート（水道企画課）
「『これまでも・これからも まちとくらしを支える水道』 ～首都圏水道水キャンペーン～ 」　　自由意見

618
法改正の話が出ているが、生活に関わることなので今後も水道事業を民営化せず、安心安全
な水を提供してほしい。

619
防災用の埼玉の天然水セットを寄付金に一部充てる目的として販売してみてはどうでしょう
か、埼玉県が被災した場合に予算として利用できると思います

620
北海道地震では大きな被害と停電や断水になり、多くの道民が不便な生活を強いられまし
た。県では災害に強い水道事業を目指して様々な対策を講じているようですが、強固な設備
になる様期待しています。

621

本件問い方が自分にあわずやや頓珍漢な回答になってしまいました。
水道水の安全は信じ切っていて、安全な物と思い込んでいます。ただ飲んだりコーヒーを入
れたりには浄水器がよいとこれまた信じ切った、行動をしています。（これを解決した水を
期待すべきでしょうか）
普段水量を気にせず使うことができ幸せに感じます。

622 毎月、信頼して飲める証明をするために簡単な検査試薬を配布してほしい。

623
毎日の生活に必要な水道水が、より安全で・美味しいく飲める事に感謝しています。今後も
水道事業関係に力を入れ、安全で良質な水を供給して戴きたい。

624
毎日美味しく飲んでいます。目に見えないところで水を安全に届けていただいているのは多
くの人のおかげだと思っています。これからもよろしくお願いします。

625

毎年ポスターを見たかという質問がありますが、見たことは一度もありません。電車にも乗
りますが、目の前に無いとみることはないと思います。
ポスター代も高いと思いますが、スーパーやコンビニエンスストアなど、歩いて生活する人
にも目につく方法を検討して見てください。
また、浄水場の見学など、日常的に行えば「百聞は一見にしかず」だと思う。私も、水に溶
けてしまった成分などは、どう処理しているのか疑問でしたが、豊洲の地下に
汚染水があると、検査をした人の話を聞き、今の日本は、水処理の技術が世界でも
素晴らしくて、その心配はほぼ無いとのことでしたので、安心したことがあります。

626
毎年聞かれるけれど、毎年、なぜポスターを見ないのだろうと思う。見なくても支障ないか
らいいのだけれど。

627
味匂い共問題なく水道水はそのまま飲んでいる。水質検査の徹底等今後とも宜しくお願いし
ます。

628 民営化はしないでほしい

629

民営化は反対。そして、引き落とし口座をもう少し手広く扱ってほしい。(カード払いにし
てほしい。)値上げもあり、水道料金を支払うためだけの口座に毎回入金するのが面倒。他
の支払いは全てカード払いです。不便で時代遅れだと思います。ポスターを作り配るより
も、利便性を。

630 民営化は反対。公共の福祉・生存に関することは営利企業に絶対に任せてはいけない。
631 命の元です。これからもシッカリお願い致します。

632
明らかにその地域にある浄水場からの取水の方が近いのに 何故遠くの下流から取水したも
のをポンプで上流まで送る必要があるのか。
水量が足りないならともかく そうではないのに県水を取る必要性がわからない。

633 有名人(芸能人）を使って、素晴らしさをもっと情宣したほうが良いと思います。

634
有名人を起用しなくなって良かったと思う。故意に赤ちゃんも起用しなくなったことで、わ
ざとらしさなくなり良いと思う。ついでにマスコットキャラクターも不要だと感じる。お金
をかける場所が違うと思う。

635
湧水や池も、水資源として管理し大事に守っていく体制も欲しい。特に井戸水の管理が疎か
になっている。

636
利き水イベントを県内各所で開いて　アンケートを取ってみて欲しいです。ミネラルウォー
ターってCM のイメージより美味しく感じていないので本当に美味しいのか水道水と比較試
してみたいです。

637
利根川や荒川という大河川が埼玉県の周囲にはありますが、治水･水利を考えて広域的な水
事業を充実させて防災にも努めて下さい。

638 料金が高くないか？
639 例えばスーパーなどで体験コーナーを作ってはいかがでしょうか？

640

歴史的変遷で、薬品が変わり味が変わったのは知っていた。
そのように、中吊り広告や広報に謳えば良いと思います。東京都も以前より綺麗な水になっ
たと知っているように。
節水も必要な事も、今一度再認識させないといけないと思います。
忘れてる人や外国人は、意識がないから。
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641

老人大学で水道全行程を見学し、現地ごとにその地の方の説明を頂き有難とうございまし
た。本年起った水害・地震に対して、毎回のように“断水被害”が報じられ、水道に関して
の災害の多様性を考えて、その大変さを身にしみて感じました。丁度この時期だからこそ、
市民も交えてのアイデアコンテストを行い、災害の多面性を配慮されたインフラの再検討・
最適化に取り組んだら如何でしょうか？

642 蕨の水は、美味しい
643 濾過残渣の放射能、不純物の分析値の掲示変化等のデータを知りたい。
644 綺麗な水が早く飲めるよう急げ


