
Bellevue市全体に飲料水を届けるために 600 
マイル以上の水道本管を要します。 それはお
よそBellevueからMontanaのHelenaまでの距
離です! 公共事業体（Utilities）は定期的なメン
テナンス、修理又はリハビリテーション及び交
換により水インフラストラクチャの健康を積極
的に管理します。 

私たちはどのパイプをいつ交換するのかどのよ
うにしてわかるのでしょうか？ これは公共事業
の資産管理プログラム計画の主要な部分で
す。 公共事業は街及びポイントコミュニティ全
体の給水本管のデータを追跡します。それに
はパイプの年齢、サイズ及び素材、破損の履歴
及びパイプの健康と寿命に影響を与える可能

性のあるその他の要素が含まれています。 私たちはこのデータを使用して首都投資プロジェク
トを計画し、給水本管の修理または交換を優先させる助けとします。 実際Bellevueには毎年約
5マイルの水道管を交換する、非常に革新的な給水本管交換プログラムがあります。 

公共事業は市全体のパイプの定期的な漏れ検査も行います。 漏れ及び破損が起こったときは
職員が迅速に移動して修理を行います。 その後私たちは破損からの情報を分析して将来的な
給水本管の破損のリスク及び潜在性を考慮してパイプの区間を交換するかどうかを判断しま
す。

Bellevueでは毎年何件の給水本管の破損が起こりますか？ 平均で、Bellevueのシステムでは
毎年約30件の給水本管の破損が起こります。 年間100マイルの水道管に約5箇所の破損が起
こることに等しいこの数字は、国内平均と比較して非常に低い値です（年間 100マイルの水道
管に25～30箇所の破損）。 

潜在的な水道管破損の発見及び報告を行う方法は？ 本市は私たちの住民のレポートを頼りに
大きく破損する前に小さな漏れを見出して修理するのに役立てています。 水道管敷設地道路
から水の泡が立っている、又は噴出しているのを見かけた時はすぐに市の24時間緊急ライン
（425-452-7840）に連絡してください。

住宅所有者がプライベートシステムの漏れを管理することを補
助する
本市は公共の水道管敷設地または市が所有する地役権内にある全ての給水本管及びサービ
スラインを保守します。 住宅所有者は水道メーターから自宅に流れる私設パイプに責任があ
ります。 公共側と同じく、自宅の小さな漏れを見つけ出し素早く配管して大きな問題を予防す
ることは重要です。 

どこで漏れを探しますか？ 場合により、常に流れているトイレまたは器具の下にある水たまりの
ように、漏れははっきりしています。 地下の水道管の見えない漏れは見つけ出すのが困難で
す。 通常よりも高い水道料金はあなたの所有地内のどこかに漏れがあると言う手がかりです。 

疑いがある時はどうしますか？ 定期的にトイレに緩い浮きゴムがあるかを点検するのは良いア
イデアです、これらは大量の水の無駄の犯人となり得ます。 外側では、所有地のメーターから
水が自宅に入るところまで歩き、コンクリートの上でいつも乾かない濡れたところ、または乾燥
した天気の時に庭の部分の水溜りを探します。 水道メーターのデータを使用して、漏れまたは
異常な水の使用を点検することもできます。 メーターで漏れの確認をする方法を含む追加の
情報源はこちらからご覧になれます BellevueWA.gov/water-leak-management。 
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ペットの糞の汚染を防ぎ
ましょう！

水漏れの管理（Managing Water Leaks）- 
私たちが何をするか、あなたに何ができるか

Bellevueは犬が大好きです、市内に30,000
匹以上います！ ところが私たちのペットの糞
は深刻な汚染の問題となり得ます。 

芝生及び歩道の上のペットの糞は生下水で
す。 雨が降ると大雨の水流がそれに触れる
すべてのものを拾います、それにはペットの
糞およびその有害なばい菌及び微生物が含
まれています。 これらの汚染は私たち地元
の水路にたどり着き、魚やその他の野生動
物に対して危険なものとなる場合がありま
す。 ペットの糞は人間に感染する恐れのあ
る有害な微生物も含んでいます。 

ペットの糞を適切に捨てることにより私たち
の環境と水路を守りましょう: すくって、袋に
入れてゴミ箱に捨てましょう。 

ペットの糞を公共施設または他人の私有資
産に残すことは違法です。 ペットの糞は肥
料にすることはできません; 糞は存在する可
能性のある有害な生物を殺すために十分に
加熱することができません。

私たちの家族を健康に保ち、地表の水をキ
レイにして私たちの靴に糞がつかないよう
にご協力お願いします！ ペットの糞の汚染
を防止することについての詳細情報はこち
らをご覧くださいBellevueWA.gov/
pet-waste。 

糞をすくう 袋に入れる ゴミ箱に
捨てる



Bellevue公共事業ニュース（Bellevue Utilities News）は他の言語でこち
らからオンラインでご覧になれます：www.bellevuewa.gov/utilities
可在以下网站用中文查看《贝尔维尤市公用事业新闻》(Bellevue Utilities News):  
www.bellevuewa.gov/utilities

벨뷰 유틸리티 뉴스 (Bellevue Utilities News)는 www.bellevuewa.gov/utilities  
웹사이트에서 한국어로 이용하실 수 있습니다

«Коммунальные новости Бельвью» (Bellevue Utilities News) имеется на русском  
языке по адресу www.bellevuewa.gov/utilities.

Novedades de Bellevue Utilities (Bellevue Utilities News) está disponible en español en  
www.bellevuewa.gov/utilities

Tin Tức Về Tiện Ích của Bellevue (Bellevue Utilities News) có bằng tiếng Việt trong  
www.bellevuewa.gov/utilities.

一般情報—425-452-6932  
utilities@bellevuewa.gov | utilities.bellevuewa.gov

カスタマーサービス/請求（Customer Service/
Billing）—425-452-6973

飲料水質（Drinking Water Quality）—425-452-6192

24時間緊急—425-452-7840 (洪水、給水本管の破損、水が出ない、
下水道溢れ、汚染物質の零れ)

公共サービス（Republic Services） (固形廃棄物サービス)—425-
452-4762

マクドナルド・ミラーファシリティソリューション(MacDonald Miller 
Facility Solutions)とのパートナーシップにより、本市はBellevueの商用及
び複数の家庭用建物向けのプログラムを作成し、エネルギー使用の管理
及び削減及び水道光熱エネルギー効率奨励金における支援を受け取り
ます。

Bellevueのプログラムは初めての市が主導する、大部分の建物は 2026
年までに 50,000平方フィート以上のエネルギー効率基準を満たさなけ
ればならない、新しい商用クリーンビルディング実績基準（Commercial 

Clean Buildings Performance Standard）に準拠しなければならない建
物所有者を支援するための試みです。 

Bellevueのプログラムは建物所有者及び不動産管理者のエネルギー使用
のベンチマークテストにかけ、州の報奨金に申し込み、エネルギーの使用
を削減し、お金を節約して新しいクリーンビルディング基準に準拠する手
助けを行います。 ワシントンの早期導入者報奨金（Washington’s Early 
Adopter Incentive）プログラムは州法への早期準拠を促すため、資格を持
つ建物所有者がエネルギー使用の評価およびエネルギー消費を削減する
ためのプランを作成および実行するために7500万ドルの報奨金を提供し
ます。 

プログラムの詳細及びプログラムへの登録はこちら BellevueWA.gov/
clean-buildings, をご覧になるか cleanbuildings@bellevuewa.gov
に質問を添えてメールを送りください。  

新しいクリーンビルディング奨励プ
ログラム（New Clean Buildings 
Incentive Program）

ご自宅の春のリフレッシ
ュを計画中ですか？ これ
らのヒントをお試しにな
り、手順に沿って散らかっ
ているものを片付け、清
潔に保ち、ゴミを減らす
のに役立ててください。 
毎日が「地球の日（Earth 
Day）」であることを覚え
ておいて下さい！ 

	� 物を片付けるために
ラベルの貼られた箱
または袋を用意して
ください。 何を取っ
ておくか、売るか、寄付するか、リサイクルするか、肥料にするかま
たは仕方なくゴミ箱に捨てるかによって分類してみてください。 い
くつかのものはゴミ箱に入れなければなりません、それは問題あ
りません。

	� いらないものがどこへ行くかのリストを保存しましょう。  多くのもの
はリサイクルでき、いくつかは違う場所にあります。 BellevueWA.
gov/recycle-more には変わった家庭用品をどこで、どのようにリ
サイクルするかの案内があります。 

	� あちこちに積み上げる代わりに処分するものがたくさんある場合は
あちこち寄付してまわりましょうこれはことが手に負えなくなるのを
避けるのに役立ちます。

	� ゆっくり時間をかけて—一つ一つまたはお部屋ごとに行うのは問
題ありません、あなたのエネルギーの程度に合わせて目標を調節
しましょう。 我慢強く、根気よく。

追加のヘルプ: 私たちのよりグリーンな暮らし（Greener Living）クラス
シリーズの一環である、無料の「責任のある再整理（Responsible 
Reorganizing）」バーチャルクラスに出席してください。 片付けのアクシ
ョンガイド及び全てのものをゴミ箱に投げ入れることなくダウンサイジ
ングするためのその他のヒントがあります。 こちらから詳細をご覧にな
って登録してくださいBellevueWA.gov/greener-living-classes。 今
年の春、お見逃しでもご心配なく、もうすぐ再開します。

Responsible Reorganizingのヒント 公共料金（Utility Rate）及び税金控除
プログラム（Tax Relief Programs）

公共料金支払いの援助が
必要ですか？ 公共料金及
び税金控除プログラムの
支援を受ける資格がある
かもしれません。 

料金控除プログラム（Rate 
Relief Program） このプ
ログラムは低所得高齢者
（62歳以上）及び特定の
住居及び収入ガイドライン
を満たす 恒久的障害をも
つ低所得者に対して基本
公共料金の70%を割引し

ます。 2021年の世帯所得が、一人家族は 40,500ドル以下、または二人
家族で46,300 ドル以下であった場合は料金控除の資格があります。 控
除の形式は公共料金がどのように支払われるかによります:

	� 公共料金割引（Utility Rate Discount）: Bellevueで公共料金を直
接支払う資格を持った応募者については割引は隔月の公共料金に
適用されます。 このプログラムは 10月28日まで行われています。

	� 公共料金払い戻し（Utility Rate Rebate）： 公共料金が賃貸または
その他の第三者を通して支払われる資格を持つ応募者については 
2021年の公共料金の一部分の払い戻し小切手が発行されます。 こ
のプログラムは4月1日から10月28日まで行われています。

緊急支援プログラム（Emergency Assistance Program）： 新型コロナ
ウイルスの間に失業したなどの一度きりの金融ショックに直面している
お客様は最高4ヶ月間の基本公共料金の100%の割引を受ける資格があ
ります（免除は請求書につき313ドルを超えない）。 資格を持つ応募者は
過去30日間の低所得要件を満たさなければならず、その他の公共事業
経済的助成を受けてはいけません。

詳細情報およびすべてのプログラムの応募についてはこちら 
BellevueWA.gov/utility-relief をご覧になるか 425-452-5285 までお
電話をお願いします。


