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池田市観光案内所

マンホールカード
今話題の「マンホールカード」の池田市版を
池田市観光案内所で配布しています。
ご希望の方は、観光案内所までお越しください。

　下水道マンホール蓋は自治体ごとに、名所、名産品、
ゆるキャラなど様 な々デザインが施されています。
　このような個性あるマンホール蓋を「下水道広報
プラットホーム※」が企画・監修し、カードに由来、設置
位置などを記載し、無償配布しているコレクション
カードです。
　マンホールカードは自治体の指定している配布場
所を実際に訪れることで手に入れることができ、全国
で293種類、252自治体で無償配布されています。

(12月9日配布の第6弾現在）
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プラットホーム※」が企画・監修し、カードに由来、設置
位置などを記載し、無償配布しているコレクション
カードです。
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配布中

マンホールカードって？？マンホールカードって？？

※下水道広報プラットホーム
下水道業界をはじめ、様々な人が交流する場として、
情報共有や広報活動を通し、下水道の真の価値を

伝えると共に、これからの下水道を
考えていくための全国ネットワークの構築を

目的として設立された団体。
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【平成29年度の活動状況】

上下水道サポーターに
　　  なってみませんか？
上下水道サポーターに
　　  なってみませんか？

　上下水道サポーター会議では、水に関する施設を見学したり、上下水道の
疑問や現状と未来などを話し合います。わたしたちと一緒に、池田市の上下
水道の明るい未来を考えてみませんか？みなさんのご応募お待ちしております。

●対象：

●定員：
●任期：
●報酬：
●申込：

池田市内に在住で本市上下水道を使用し、水道・下水道に関心のある18歳以上の方(高校生
を除く)で、平日昼間開催の会議、施設見学など（計5回程度開催）に出席できる方。
25人以内(地域、性別、年齢等を考慮し、選出します。)
5月頃から翌年3月末日まで
謝礼あり
2月28日（水）までに、ハガキ（当日消印有効）又は、ファックス、E-mailにて、ご住所、
お名前、年齢、電話番号をご記入のうえ、上下水道部経営企画課へお申込みください。
〒563-0054　池田市大和町1番10号　TEL：072-754-6069　FAX：072-751-3852
E-mail：s-keiei@city.ikeda.osaka.jp

上下水道サポーター応募用紙 】用XAF【 FAX：072-751-3852

お名前 年齢男 ・ 女
（フリガナ）

ご住所

電　話 (自宅) ＦＡＸ(携帯)

E-mail

応募する理由

〒563-
池田市

【応募要綱】

水質検査計画の詳細は、池田市上下水道部HP【水質検査計画】をご参照ください。

　水質検査計画の主な内容は … 水質検査を行う ❶地点 ❷項目 ❸頻度 の
3つで、これに沿って水質検査を行い、安全な水道水を提供してまいります。

【定期検査】

▶水質基準：大腸菌、金属類等 51項目　▶水質管理目標・その他：34項目(ほか農薬類119項目)

年4～12回　※項目により異なる

毎日、給水栓(9地点)の色、濁り、残留塩素(消毒効果)を検査しています。

平成30年度より、自動水質監視設備を設置することで末端水質の
常時監視が可能となり、水質管理体制の強化を図ります。

原水（3地点） 浄水場出口など（2地点） 配水池（3地点） 給水栓（8地点）

水道管の末端配水池

猪名川（2地点）
余野川（1地点）

古江浄水場

大阪広域
水道企業団

活 動 報 告活 動 報 告
　11月22日に豊能町スポーツ広場にて行われた「豊能地区3市2町総合防災訓練」に参加しました。
　これは豊能地区の防災関係機関と合同で、災害時の連携体制および災害時の対応手順を確認する目的で実施
しています。
　上下水道部では漏水修繕訓練を実施しました。これは破損した水道管を断水することなく修理をする訓練です。
　その他の市町村は応急給水訓練やマンホールトイレ設置の訓練を行いました。
　「災害は忘れた頃にやって来る」と言われますので、みなさんも普段から災害に対して準備をしておきましょう。

平成30年度水質検査計画を策定しました平成30年度水質検査計画を策定しました

❸頻度
❷項目

❶地点

【毎日検査】

自動水質監視設備

漏水修繕訓練①
漏水修繕訓練②

マンホールトイレ
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　最近、上下水道部からの委託であるかの
ように装って皆さまのご家庭を訪問し、「お
宅の水道管（あるいは下水道管）を洗いま
す」「水質検査をします」「浄水器を販売し
ます」などと言って、法外な代金を請求す
るという悪質なケースが多発しています。
上下水道部ではこのような訪問販売などを
することはありません。身分証明書を確認
するなど十分ご注意ください。
　ご不審なことがありましたら、上下水道
部までお問い合わせください。
【お問い合わせ】総務課：072-754-6131

 　　ご注意ください！上下水道部へのお問い合わせ・ご相談は
水道の使用開始・中止

営 業 課 ☎︎ 072-754-6106
料金について

給水装置・排水設備の新設
水 道 工 務 課

☎︎ 072-754-6190

水漏れ、水道工事について ☎︎ 072-754-6133

排水の詰まり、
下水道工事について 下水道工務課 ☎︎ 072-754-6282

経営、広報、ホームページ
など 経 営 企 画 課 ☎︎ 072-754-6069

水質について 水 質 管 理 課 ☎︎ 072-751-8158

※夜間（17：15〜翌8：45）・休日のお問い合わせは、
　池田市指定管工事協同組合（☎072-750-6388）にお願いします。

水のお知らせ広場

【対象】屋外のじゃ口、露出した水道機器・配管など

　池田市上下水道部の公式Facebookページでは、イベント情報や施設の紹介のほか、
「みず」に役立つ雑学や職員の活動日誌など、ホームページよりもさらに開けた親し
みやすいコンテンツを配信しています。ぜひ「いいね！」の登録をお願いします！

低温による水道管の凍結にご注意ください

Facebookやってます！！

池田市上下水道部

https://www.facebook.com/ikedawater/FacebookページURL

アカウント名

事前準備 凍ってしまって水がでないときは・・・

　凍結を防ぐには、水道管やじゃ口
部分に布などを巻いてビニールテー
プなどで固定しましょう。

　じゃ口に暖めた
タオルをかぶせ、
根元からゆっくり
とぬるま湯を注い
でください。

　決して熱湯をか
けないでください。
　破損するおそれ
があります。

注意
凍結を

防ごう！
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