下水道整備課

下水道総務課

21 4240 4296

21 4210 4279

投稿

投稿

フォロワー フォロー中

フォロワー フォロー中

下水道整備課は、下水道管
やマンホールトイレの整備、水
洗化（下水道への接続）の普
及、浄化槽やくみ取りトイレに
関することを主に担当している
じょ。

下水道総務課は、下水道部
の総務、下水道事業のＰＲ、鶴
見川・境川の総合治水、下水
道使用料や受益者負担金に
関することを主に担当している
ケロ。

水再生センター

下水道管理課

39 5821 7101

28 4270 4309

投稿

投稿

フォロワー フォロー中

水再生センターは、下水処理
場の維持管理、設備の修繕・更
新工事に関することを主に担当
しているんだピヨーン。

も く じ
Gesui_soumu
下水道総務課

Ｐ ２

Gesui_seibi
下水道整備課

Ｐ ３

フォロワー フォロー中

下水道管理課は、汚水管・
雨水管・調整池・水路の管理
及び指導を主に担当している
んだロゥ。

Gesui_kanri
下水道管理課
Gesui_mizusai
水再生センター

次ページから、各
課のマニアックな
仕事の内容をご
紹介するケロ！

Ｐ ４

Ｐ ５

08:20

GESUInstagram
Gesui_soumu
下水道総務課
総務係
経営企画係
財務係

856 likes

鶴見川の源流は、町田市にあ
るって知ってる？流域の自治体
は、みんなで協力して治水対策
を行っているケロ。
この間の勉強会では、大雨の
時に雨水を貯めるための「貯留
管」の中を見学したケロ。地面の
下にこんなに大きな管があるな
んて…びっくりケロ！

2018.02.15

下水道部の支配人
下水道部の参謀
下水道部の金庫番

トイレが使えること、「あたり
まえ」って思ってる？
下水道はすごく身近なものに
なったけど、その分、みんなが下
水道について考える機会は減って
きているケロ。
下水道を正しく使ってもらえる
ように、いろんなイベントでＰＲを
しているケロ。
みんなも遊びに来てケロ！

16 comments

#雨の通り道 #鶴見川 #総合治水 #横浜市

あめ

雨かえる
910 likes
20 comments
#下水道 PR #エコフェスタ #グッズプレゼント

910 likes

下水道部は防災対策も頑張っ
ているケロ。
年に 2 回、下水道ＢＣＭ（事業
継続マネジメント）部会が中心に
なって、下水道ＢＣＰ（事業継続計
画）の訓練をしているケロ。
みんな真剣！…だけど、本番が
来ないのが一番いいケロ。

18 comments

#下水道 BCP #図上訓練 #下水道 BCM 部会

２

12:00

GESUInstagram
Gesui_seibi
下水道整備課

ここは、マンホールの中だケロ。
マンホールの壁を鉄筋コンクリート
で補強することで、耐震化している
んだケロ。
汚水管の中は、24 時間汚水が
流れていて、止めることができない
から、写真中央の仮の汚水管に流
して工事の作業中の安全を確保し
ているのだケロ。

2018.02.15

事業係
下水道のクリエーター
浄化槽係 下水道未整備区域のサポーター

910 likes

これは、学校などの避難施設に
設置されているマンホールトイレだ
ケロ。毎年 6 ヶ所程に整備してい
て、2018 年 3 月末までに 22 ヶ所
の整備が完了する予定なんだ！
左側は、汚物を一時的に貯める
ための管を設置しているところで、
完成すると右のよう に なるケロ。
マンホールの上に便座を置いて、
簡易テントを設置して使うケロ。

24 comments

#耐震化工事 #補強中 #マンホールの中

910 likes
22 comments
#マンホールトイレ #工事中 #beforeafter

災害の時でも皆が安心してトイレ
を使えるように、年 1 回「災害時を
想定した、し尿の搬入訓練」をして
いるんだじょ。
訓練は、町田市内の避難施設等
のトイレからくみ取った「し尿」を、稲
城市の南多摩水再生センターに運
び込む想定で行っているじょ。
委託業者がバキュームカーを出し
て実演。市の職員は立ち会って、流
れや注意点を確認するじょ。

1001 likes
7 comments
#バキュームカー #訓練中 #トイレは大事

３

じょうかそうくん

15:00

GESUInstagram
Gesui_kanri
下水道管理課
管理係
水路係
指導係

みんなが下水道をあたりまえ
に使えるように、日々維持管
理をしているロゥ！
たとえば、マンホールの中に
入って、詰まりや破損がないか
点検、修繕しているよ。 他に
は、調整池の清掃、修繕を行っ
て、大雨の時でも災害が起こ
らないようにしているロゥ。

2018.02.15

下水道の番人
水路の管理人
下水道自費工事の指導員

パイプ・ロゥ

835 likes

水路の修繕工事、清掃、草
刈などをして、雨が降った時
に滞りなく流れるよう維持管
理しているケロ！
水路の境界管理・財産管理
は道路部が行っていて、道路
部と協力しながら維持管理し
ているケロ！

13 comments

#下水道管点検中 #危険 #異常なし
補修前

310 likes

補修後

5 comments

#水路崩落 #修繕 #盤石な光景

指導係では公共下水道本
管、公共ます、排水設備（自
宅から公共ますまでの下水道
管）に関する自費工事の許認
可をしたり、実際に現地に行っ
て申請どおりに出来上がって
いるか現地で、検査をしたりし
ているケロ！

9 comments
910 likes
#排水設備検査中 #指摘あり #再検査

４

17:05

GESUInstagram
Gesui_mizusai
水再生センター
処理場管理係
成瀬 CC
鶴見川 CC
水質係

おでいかきよせき

池の中にある汚泥掻寄機 の点検作

2018.02.15

業なんだピヨーン。沈殿池内に蓄積し
た汚泥を速やかに収集・除去するため
の装置だピヨーン。
汚水中という厳しい腐食環境で使
用されるため、機械寿命が短い傾向
にあるピヨーン。維持管理に課題を抱
えているんだピヨーン。

処理場の司令塔
成瀬 CC の番人
鶴見川 CC の番人
水質検査員

ロタ姫

処理水中の微生物の活動を活発にする
ためには処理水中の微生物の活動を活
散気装置の交換作業なんだノズノズ。
発にするためには
反応タンクの底に設置された装置で、気
微生物に酸素処理水中の微生物の活動
泡状の空気を汚水中に供給するノズノズ。
を活発にするためには
汚水中の微生物の活動を活発にするに
微生物に酸素を供給する必要があり、
は、沢山の空気が必要なんだノズノズ。

101 likes
931 comments
#汚泥搔寄機 #点検中 #機械職 #ニオイは慣れ

この手段として反応槽の底面に設置さ
れた酸気装置から気泡状の空気を処理
水中に供給しています供給する必要が
あり、この手段として反応槽の底面に
設置された酸気装置から気泡状の空気
ボルティさん
イタッチ君
を処理水中に供給しています

381 comments
#散気装置 #散気筒交換中 #腰痛注意 #危険予知
228 likes

微生物に酸素を供給する必要があり、
この手段として反応槽の底面に設置さ

水質分析室では、汚れや処理した水
れた酸気装置から気泡状の空気を処理
をｐＨ計などで測定するモゴモゴ。
水中に供給しています
測定結果は、供給する空気の量や
微生物の状態を把握するための重要
な指標になっているんだモゴモゴ。
健康診断みたいモゴモゴ。

39 likes
20 comments
#水質分析室 #化学職 #分析中 #微生物マニア

５

汚水の処理工程を忘れた方
は、下水道マニア Vol. 8 で
復習してね！

