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わたくしたちは、利根川と手賀沼にかこまれ自然と歴史にはぐくまれた

我孫子の市民です。

わたくしたちは、田園教育文化都市をめざす市民としての誇りをもち、

明日への願いをこめて、ここに市民憲章を定めます。

　　水と緑と土のにおいがいっぱいの　住みよいあびこにします

　　心と体をきたえ　生き生きと働き　伸びゆくあびこにします

　　老人を大切にし　子どもの夢を育て　幸せなあびこにします

　　ふるさとを愛し　文化を高め　豊かなあびこにします

　　みんなで話しあい　きまりを守り　明るいあびこにします
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	(2)我孫子市民憲章
	(3)目次
	(4)（中表紙）水道事業の概略
	(5)（中表紙）事業の沿革
	(6)事業の沿革
	(7)事業の経過
	(8)事業の内容
	(9)（中表紙）水源
	(10)水源
	(11)（中表紙）主要施設
	(12)取・受水及び配水系統図
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