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く想いが込められています。今後はこのマークと想いを源に事業を展
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このロゴマークは、水の循環と私たちと皆さまの繋がり、新しい芽生え
をイメージして作成したものです。皆さまと私たちで水環境を守ってい
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開いたしますので、変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。

8

月１日は「水の日」、１日から７日は「水の週間」です。

だより

今年のテーマは「安心・安全な水のために」。国土交通省をはじ

め全国でたくさんの「水」に関するイベン
トが行われます。
池田市では、きれいになった下水処理水

水 の お 知らせ 広 場

を使い、
「打ち水」を行います。皆さんご
一緒に、地球に優しく、過ごしやすい夏
を作っていきましょう。

【お問い合わせ】
漏水調査について／水道工務課：072-754-6133
料金について／営業課：072-754-6132

油断大敵！漏水注意！

「打ち水」とは？
道や庭先に水をまいて暑さをしのぐ、昔な

夏場は漏水の多い時期です。上下水道部では9月から12月にかけて、身分証をつけた調査員が漏水調
査を行っていますが、お客様自身で調べることが早期発見の鍵となります。以下、簡単な漏水の見つけ

がらの庶民の知恵です。地面のほこりを抑

方をご紹介します。

えたり、節電にもなったり、残り湯や雨水を

パイロットマーク

使えばエコにもなるし、いいことづくめ！

漏水のかんたんな見つけ方
家の中で漏水が起きていないかどうか、簡単に確認する方法

2013

があります。家中の蛇口を全て閉めてから、水道メーターの
パイロットマーク（写真参照）を確認してください。わずかで
もゆっくりと回っていたら、どこかで水が漏れている可能性
があります。
「もしかして、漏水かな？」と思ったら、池田市指
定管工事協同組合（TEL072-750-6388）までご連絡ください。

※⽔道メーターはどこにあるの？

ご家庭の水道メーターはメーターボックスの中に設置されて
います。また、マンションやビルなどでは、お部屋の玄関付近
のパイプスペースなどに設置されています。

〜夏は涼しく！地球に優しく！〜

8.2

金 12:30
曜 スタート
日（受付：12：00）

どなたでも
参加できます

池田市役所
池田市環境部
正面玄関 共協 賛催：：大阪府池田土木事務所

雨天中止
（※中止の場合、
10時頃上下水道部ホームページ
（www.ikedashi-suido.jp/）にてお知らせ）

上下水道部への連絡は、
執務時間内
（午前8時45分から午後5時15分まで）に
お願いします

ご注意ください

【お問い合わせ】経営企画課：072-754-6069

最近、上下水道部からの委託であるかのように装って

先着50名

下水道管）を洗います」
「水質検査をします」
「浄水器

８時45分までの間、土・日曜日、祝日及び年末

じょうろ又はバケツ・ヒシャク

を販売します」などと言って、法外な代金の請求や宅

年始）の上下水道に関する連絡

内に侵入するという悪質なケースが多発しています。

プレゼント！

は、委 託 業者の「池田市指

上下水道部ではこのような訪問販売などをすること

定管工事協同組合」TEL：

はありません。身分証明書を確認するなど十分ご注

072-750-6388に

意ください。ご不審なことがありましたら、上下水道

お願いします。

部までお問い合わせください。

打ち水大作戦が終わっ
たあともいっぱい水を
まいて、みんなでまちも
心も爽やかにしよう！

作ロ
成ゴ
しマ
まー
しク
たを

池⽥市上下⽔道部の

皆さまのご家庭を訪問し、
「お宅の水道管（あるいは
執務時間外（平日の午後５時15分〜翌朝午前

Ikeda

AQUA

◎家の周りの側溝は掃除しましょう

下水の
「高度処理」
で地球にやさしい水環境

台風・大雨の時期です！
！ たり家に水が入ってくるおそれがあるので、定期的な掃除をお願いします。

なんのために

災害に備えよう

◎⽔を蓄えよう
断水に備えて飲料水を確保しましょう。浴槽に水を張っておけばトイレに

必要

も利用できます。

◎家に⽔が⼊ってきたときのために・・・
コンセントから漏電、ショート、
感電などが発生する可能性があります。
ぼくのうちは

ぼくの力で

守るんだ！

◎使う⽔を減らそう

高 度 処 理は、窒 素とリンを 効

海や川をより
きれいにするためです。

率 よく取り除くシステムです。
。
窒 素 やリンが 多いと、漁 業な
どにも影響する「赤潮」が発生
します。だから池田市では「高
度処理化」に取り組み、よりき

？

ですか？

必要のないコンセントは抜き、電化製品は高いところへ移動させましょう。

⾼度処理
ってなに

側溝が汚れていると、雨水が流れなくなります。雨が降って道路が水につかっ

れいな水を放流するように頑
張っているんだよ。
武内技師
武内技

雨が降ると下水道管がいっぱいになるため、
集中豪雨が予想される場合

注入

ＰＡＣ
（水をきれいにする薬品）

は、
なるべくお風呂や洗濯を控えて、
無駄な排水をなくしましょう。
最初沈殿池

災害への備え方は他にもいろいろとあります。
必要な情報を収集し、災害に備えましょう。

高度処理の
反応タンク

最終沈殿池

各家庭・工場などからの下水

急速ろ過施設
高度処理の反応タンクでは、微生物の力と薬品（PAC）

っ
い
高
り
よ
上
屋

水道週間のイベント

によって、処理が難しかった「窒素・リン」を効率よく
取り除きます。最後に急速ろ過施設で細かな汚れを
ボルティセラ

アルセラ

ロタリア

クマムシ

取り除いて、
透きとおったきれいな水の出来上がり！

「水」をもっと深く、
「水」をもっ
と身近に、
「 水」をもっと楽しん
でいただけるように。また各種

汚れを食べ
べる活性汚泥
泥微生物たち
汚れを食べる活性汚泥微生物たち
（通
通称：活性くん）
活性くん）
（通称

イベントの告 知を紙 面にて行
いますので、皆さんのご参加を
八木主事

来てよ
活躍を見に
ボクたちの

アルセラ

ボルティセラ

クマムシ

猪名川への放流

このような、
水がきれいになる
しくみや活性くんを
見に来ませんか？

ぜひお待ちしております。

古江浄水場見学会
江浄水場見学会

ります
してお
お待ち

小学生の書道展

見学者
募集の

お知らせ

6月1日（土）午前10時〜午後3時半に浄水場の見学会を開催し、
前年を超える42組124名の方にご参加いただきました。

下水処理場見学会

催しも昨年同様の「はしご車搭乗」
「おもしろ水質実験」に加え、

皆さんは、家庭で使った水や工場の排水がどのよ

災害時用の給水タンクにかかるクイズコーナーや、ポンプ車の

うな仕組みできれいになって川に放流されている

前で写真撮影会が行われるなど、盛りだくさんの内容でした。

かご存じですか？
下水処理場ではビデオやスライドで処理の仕組み
について紹介していますが、特に顕微 鏡のコー

ふくまるくんも駆けつけてくれ
て、水質実験に参加！キレイに
なったかな？

ナーがお勧めです。場内は季節の花が咲き誇り皆

◆日

時：平日（祝日、年末年始除く）午前9時30分から午後4時まで

6月3日（月）〜7日（金）市役所１階ロビーにて、そして

さんをお迎えします。

◆内

容：ビデオ・スライドなどで概要説明

左記の浄水場見学会でも書道展エリアを設け、展示

見 学 をご 希 望 の 方 は 経 営 企 画 課 へ電 話

いたしました。11校100名の力作が勢揃いする様は
圧巻でした。

（072-754-6069）にてお申し込みください。

水をキレイにする微生物を顕微鏡で観察
施設見学
（所要時間：1時間半〜2時間）
【注意事項】都合により、
見学日時を調整させていただく場合があります。

