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所沢市で使われた水のゆくえ
　所沢市内の家庭や学校、工場などで使われた水は、和光市にある埼玉県の新河岸川水循環センター（下

水処理場）まで流れていき、きれいにしてから新河岸川に戻しています。

　新河岸川水循環センターには、狭山市・入間市・川越市など、13の市や町から出た下水がそれぞれの下

水道管（流域下水道幹線）を通って集まってきます。きれいになった水は、最後は東京湾まで流れていきます。

もど

さ やま

かん せん さい ご とうきょうわん

いる ま かわ ごえ

かん

わ こう

しょ り じょう

しん が し がわ みずじゅんかん

しん が し がわ みずじゅんかん

新河岸川水循環センター（和光市）

●「流域下水道」は、2つ以上の市町村から出る下水を効率的に処理することを目的とした下水道です。
こうりつ てき
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　私たちは毎日の生活において、台所や風呂、トイレなどでたくさんの水を使っています。その水を汚れた

まま自然に流すと、川や海が汚れてしまい、やがてはきれいな水を使うことができなくなってしまいます。
し ぜん

ふ ろ よご

使った水がきれいになるまで

下水処理場で取り除いた
ごみや汚れ（汚泥）を利用
して、セメント材料などの
資源にしています。

のぞ

お でい

ざいりょう

し げん

　汚れた水をきれいにして自然に戻すための仕組みが下水道です。汚れた水は、地下にある下水道管を

通って下水処理場に集まり、きれいな水によみがえってからまた自然に戻っていきます。

　普段は目に見えない下水道ですが、地球の水循環の中で重要な役割を担っているのです。

もど

ふ だん じゅんかん じゅうよう やく わり にな

しょ り じょう

かん

汚泥焼却炉
しょうきゃく ろ

汚泥の焼却処理
しょうきゃく

下水処理場

家庭・事業所など

（分流式の場合）
ぶんりゅう

マンホール

汚水管
お すい かん

雨水管
う すい かん

はん のう

反応タンク
ちん さ ち

沈砂池
さい しょ ちん ち

最初沈でん池
さいしゅうちん ち

最終沈でん池

しょう どく

消 毒

さい しょ

すな しず
最初に、大きな
ごみや砂を沈め
ます。

きれいになった
水を消毒します。

び せい ぶつ しず
汚れを食べて重く
なった微生物が沈
み、きれいな水と
分かれます。

び せい ぶつ

微生物に汚れ
を食べてもら
います。

しず

細かいごみを
ゆっくり流して
沈めます。

※現在、所沢市の下水道管で集められた全ての汚水は、埼玉県の
　新河岸川水循環センター（下水処理場）で処理されています。

お すい

しん が し がわ みずじゅんかん

なるほど

そうなんだ
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1つの管に汚水と雨水を集め、下水処理場まで流す

方法です。早期に下水道が整備された所沢地区・

緑町・小手指町の一部などはこの合流式で整備され

ています。

せい び

みどりちょう こ て さしちょう

ところざわ

しょ り じょう

汚水と雨水を別々の管で流す方法です。汚水は下水

処理場できれいにしてから、雨水はそのまま川など

に流します。所沢市では現在、全てこの分流式によ

り整備を進めています。

しょ じょうり

げん ざい

せい び

べつ べつ

降った雨は、下水道管に入り、

川などに流されます。

かん

降った雨は地中にしみ込まないので、

道路や家が水浸しになってしまいます。
みず びた

こ

　私たちのまちでは、快適な生活のため、多くの道路がアスファルトで覆われています。

　下水道には、まちに降った雨を流し、浸水被害を防ぐ役割もあります。

かい てき おお

ふせしん すい ひ がい やく わり

下水道がなかったら… 下水道があると…

　下水道管で流す汚れた水（汚水）と降った雨（雨水）を合わせて「下水」と呼びますが、これらを流す

方法には、「合流式」と「分流式」の2つの方法があります。

かん よご お すい う すいふ よ

ぶんりゅうしき

下水を流す方法

【合 流 式】 【分 流 式】

まちに降った雨はどこへ行くの？
ふ
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　普段は目に見えない下水道ですが、私たちの生活の中でとても大切な役割を果たし、清潔で快適な生活

環境をつくっています。

ふ だん

かんきょう

きたな

よご

じょう

もど

たも

じゅんかん

せいりゅう

かん しょ り

すい せん

こ ども

みぞ

か

お すい ちょくせつ

でん せんびょう ふせ

やく わり せい けつ かい てき

下水道の果たす役割
は やく わり

快適な生活を支えます
ささ

下水道がなかったら… 下水道があると…

　汚いドブや溝がなくなることで、
蚊やハエがいなくなり、きれいなまち
で、快適で安心した生活ができます。
　まちに汚水が直接流れないので、
伝染病を防ぐ役割もあります。

地球の環境を守ります

下水道がなかったら… 下水道があると…

　汚れた水は、下水道管で下水処理
場に集められ、きれいにしてから川や
海に戻しています。きれいな水の循環
を保つことで、魚や他の生物がすむ
ことのできる清流がよみがえります。

清潔なトイレが使えます

下水道がなかったら… 下水道があると…

　清潔で快適な水洗トイレを使うこ
とができるようになります。そのた
め、子供から大人まで、安心してト
イレを使うことができます。
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　公共下水道ができたからといって、なんでも流していいということではありません。

　下水道はみんなが使う公共の財産です。1人1人がルールを守って正しく大切に使うことを心がけ

ましょう。

ざい さん

きれいな水を自然に戻そう
し ぜん もど

●食用油は流さない ●洗剤は適量を使用する
せん ざい てき りょう はい すい こう そう じ

●排水口はこまめに掃除を

下水道を正しく大切に使うには?

“雨水浸透ます”設置のおすすめ !
う すい しん とう せっ ち

●トイレにはトイレット
　ペーパーを

す

●灯油などを捨てない

◎水に溶けない紙や紙オムツを流すと、
　詰まりの原因になります。

と

つ げんいん
◎危険物を流すと、爆発する可能性
　がありとても危険です。

き けんぶつ ばくはつ か のうせい

かた

きょうりょく

かん つ

◎油は固まって下水道管を詰まらせ
ます。紙でふき取るなどして、下水
道管に油が流れ出ることのないよ
うご協力ください。

ふく

よご

しょ り じょう ふ たん

◎洗剤（シャンプーなども含む。）を
使いすぎると水がひどく汚れてしま
います。下水処理場の負担となるた
め、適量の使用をお願いします。

かみ

あみ
◎排水口からごみや髪の毛が流れない
ように、必ず網などをつけ、いつも
きれいにしましょう。

　所沢市は、水道水源の1つとして地下水を利用しています。そこで、地下水を守り、貴重な水道水源

を確保するために、また、都市型水害を防止するために、雨水を地下に浸透させる“雨水浸透ます”を

宅地内に設置することをお勧めします。補助制度もありますので、ご利用ください。
すすたく ち

かく ほ

ほ じょ せい ど

と し がた すい がい ぼう し

すい どう すい げん り よう き ちょう

お問合せ先
　上下水道局窓口サービス課　　☎04－2921－1086

し はん

はい すい

れん らくせつ び

◎たいていの詰まりは、市販の
「ラバーカップ」で直せます。
それでも直らないときは、排水
設備工事店にご連絡ください。

もしも…
　　トイレが
　詰まったら

つ

もしも…
　　トイレが
　詰まったら

つ
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足元を見てみよう !　マンホール蓋で下水道をもっと身近に
ぶた

ふ だん い しき き かい し せつ

さく せい

こう こく

はじ

りょう

げん ざい

せっ ち

きょうりょく

すで

も よ

たいしょう

かん り しゃしょう かが

きょう み

しゅうへん こう くう こう えん

り よう

てん かい

かつ よう ぜん こくてき

ミ ュ ー ズ

みんなの絵がマンホール蓋になる?!
　所沢市では、平成30年度から下水道の日（9月10日）を

記念したポスター作品コンクールを小学生を対象に実施して

います。

　コンクールで所沢市上下水道事業管理者賞に輝いた作品

は、所沢駅東口前のマンホール蓋にデザインされ、1年間設

置されます。

　もしかしたら次は君の絵がマンホール蓋になるかも?!

　所沢市では、普段意識する機会の少ない下水道をより身近に感じてもらうため、また、下水道施設を新た

に活用するため、いま全国的に注目を集めているマンホール蓋に着目し、コラボマンホール蓋の作成や、マン

ホール蓋広告事業、さらには全国展開中のマンホールカードの作成など、様々なことを行っています。

全国初 ! マンホール蓋広告事業
　平成30年度から、全国で初めてマンホール蓋を活用した広告事業を始めました。何気なくいつもの道を歩

いていると、足元に気になるものが……。そんな新しい広告の形としてマンホール蓋を利用してもらい、いた

だいた広告料はより良い下水道とするために役立てていきます。

　平成31年1月現在、所沢市内の駅前周辺（所沢駅・新所沢駅・航空公園駅） 10か所に広告入りマンホー

ル蓋を設置しています。

MUSEをマンホール蓋のデザインに
　平成29年12月には、所沢市民文化センター（MUSE）

と協力して、MUSEのホールなどをデザインに取り入れた

マンホール蓋をつくりました。

　既にある下水道施設を活かしながら、MUSEのことを

より多くの人が知り、興味を持ってもらうきっかけになる

ように、また、下水道のイメージアップにつながるように、

最寄りの航空公園駅からMUSEまでの歩道に9種類（10

か所）のデザインマンホール蓋を設置しました。

〈例〉
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新所沢駅西口の浸水被害

雨水調整池の中の様子

せせらぎ水路

か こ たい さくしん すい ひ がい

過去の浸水被害と対策
【新所沢駅西口の浸水対策】
　新所沢駅西口地区は、都市化により住宅や道路
の舗装などが増えたことで、雨水が地中に浸透しに
くい場所が多くなり、地表にあふれる雨水の量が
年々多くなっていました。
　それまでは、昭和30年代に整備した合流管（雨
水と汚水を一緒に流す下水道管）だけであふれた雨
水を処理していましたが、あまりにも量が多くなり、
それだけでは対応しきれなくなっていました。

　そのため、毎年、住宅などの浸水被害が発生し、
地域住民から早期解決を望む声があがりました。
　そこで、浸水被害の対策として、降った雨水を一
時的にためることのできる「調整池」を6箇所（※）
つくる工事を始め、平成3年（1991年）に全て完
成しました。
　これにより、毎時56㎜程度の非常に激しい雨が
降っても浸水被害が発生しなくなり、大きな効果を
あげています。

【砂川堀雨水幹線】
　所沢市には、川越市、狭山市、富士見市、ふじ
み野市及び三芳町の5市1町にまたがり、延長約
13kmの砂川堀雨水幹線が通っています。
　雨水幹線は、まちに降った雨を流すための水路
で、浸水被害を防ぐ役割があります。
　昭和30年代半ば頃からの急激な都市化により、
砂川堀が通る新所沢地区やその上流部では、雨水
の浸透しにくい場所が多くなりました。そのため、
砂川堀は雨が降るとたびたび氾濫を起こし、付近の
住宅や道路の浸水が起こるようになりました。
　そこで、より多くの雨水を処理できるようにする
ため、昭和45年（1970年）から埼玉県が主体と
なり、砂川堀を改修して雨水幹線として整備する計
画を立てて工事を進めました。
　これにより、現在では周辺地域の雨水を多く集
め、浸水被害の防止に大きな効果をあげています。

ほ そう ふ

りょう

せい び かん

お すい いっ しょ

しょ り

たい おう

かわ ごえ さ やま ふ じ み

の み よし

ふ

ふせ やく わり

ごろ

しん とう

はん らん

じゅうたく

しょ り

かいしゅう せい び うるお

り よう

じゅうみん

いこ

げん ざい

ぼう し

しゅうへん ち いき

しんところざわ

きゅうげき

えん やくちょう

ち いきじゅうみん かい けつ のぞ

ふ

てい ど ひ じょう

こう か

はげ

ちょうせい ち か しょ

かん

せい

う すい しん とう

じゅうたく

しん ところ ざわ

すな がわ ぼり う すい かん せん

　また、潤いのあるまちづくりを目的として、平成7
年（1995年）に砂川堀雨水幹線の上部を利用して
「せせらぎ水路（延長650m）」をつくり、地域住民
の憩いの場として親しまれています。

かみ すな なか すな もも きちゅうおう

いずみちょう なか みち
※上砂公園調整池、中央公園調整池、中砂公園調整池、桃の木
　公園調整池、泉町調整池、中道公園調整池
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　日本は、地震の多い国です。大きな地震が起こると水道管が壊れて、その結果、水が止まってしまうこと

もあります。また、下水道管が壊れると、トイレの水などが流せなくなります。そのため、所沢市では、被害

を最小限にとどめるため、地震に強い水道と下水道を目指して、次のような事業を進めています。

かん こわ

ひ がい

さいしょうげん

ひつ よう

よう き けい かく てき ととの

し せつ ふっきゅう きゅうすい

きゅうすい しゃ

きゅういん しゃ

さい がい じ

かん ぼつ

し せつ

さ やま

かく ほ

ちょ すい

ひ なん おう すいきゅうきゅう

きゅうじょ し しょう

か

ほ きょう

地震に強い水道と下水道を目指して
じ しん

さい がい そな

か

せっ ち

たい しん せい ちょ すい

そう

　災害に備えて、より
多くの水をたくわえて
おくため、耐震性貯水
槽の設置をしました。
　また、古くなった水
道管を地震に強い水道
管に取り替えています。

　災害時における水道と下水道施設の復旧・給水
に必要な材料や器具、給水車や給水タンクやポリ
容器、さらには吸引車などを計画的に整えています。

　地震で下水道管が壊れると、トイレの水などが
流せなくなったり、道路が陥没して車が通れなくな
り、救助活動に支障をきたすこともあります。その
ため、地震に強い下水道管やマンホールに取り替
えたり、補強する工事をしています。

し せつ

　大きな地震が起きたとき、もしも水道の施設が動かなくなったら、水道水は
使えなくなってしまうのです。
　地震はいつ起こるかわかりません。
　みなさんも、地震に備えて水の準備をしておきましょう。

　指定避難場所を中心として応急給水を行います。
　上下水道局では、34万人の市民が必要とする約
10日分の水を市内各施設に貯水してあります。
　また、県からの送水が停止した場合に備えて、
所沢市の給水車が、狭山市にある上赤坂中継ポン
プ所（県施設）から給水を受けられる協定を結ぶ
など、飲料水の確保に努めています。

耐震性貯水槽の工事の様子

給水車

吸引車

●「耐震性貯水槽」とは、
　地震に強い飲料水用の
　地下タンクのこと。

いんりょうすい

強い水道施設づくり
し せつ ざいりょう き ぐ かく ほ

材料・器具の確保

緊急自動車
きんきゅう じ どう しゃ

地震で水道が止まったら
し せつ

強い下水道施設づくり

マンホール耐震工事の様子
たいしん

地震に備えて水の準備を !　～災害は忘れた頃にやって来る～
そな じゅん び さい がい わす ころ
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「マンホールカード」
ぶた

かん

しん

き

と

こう くう はっしょう

かん れん

こうほう がた

だん

じ ち たい さん か しゅ るい

さい よう

はつ

せつし りょうむ ふはい

しょうかい

み りょく

みなさんは知っていますか ?

新しいマンホールカード
（第8弾）

【マンホールカードのひみつ】

【所沢市に2枚目のマンホールカードが
できました ! 】

おもて う　ら

位置座標
＊パソコンで
場所がわかる !

けん さくい ち ざ ひょう

位置座標を入力して検索
位置座標は、
地球上の場
所を示して
いるんだよ。

しめ

1 マンホール蓋を見に行こう!3

マンホールカードはどこでもらえるの?4地図上に位置が表示される2

カードがマンホール蓋の場所を教えてくれるよ。
（みんなもカードを集めてみてね!）

○第1弾
【トコろんとレオのコラボマンホール】
→上下水道局下水道維持課で配布中 !

○第8弾
【トコろんとアンリファルマン号】
→所沢市観光協会（所沢市商業観光課）
で配布中 !

ここに
あるんだね。

※http : //www.gk-p.jp/mhcard/ で
　日本全国のカードも見てみよう !

　平成30年8月、全国第8弾マンホールカード
（所沢市では2枚目）を作成しました。
　このマンホール蓋は、航空発祥の地、所沢の
空をトコろんとプロペラ機「アンリファルマン号」
が自由に飛び回るイメージで作成されました。

　マンホールカードとは、マンホール蓋の魅力を
紹介するコレクションカードであり、下水道への関
心を深めてもらう「きっかけのアイテム」として、
下水道に関連する施設などで無料配布される下水
道広報用のカード型パンフレットです。
　マンホールカードは、平成30年12月に第9弾が
作成され、407の自治体が参加して、全478種類
にまで広まりました。
　所沢市は、平成28年4月、 マンホールカード全
国第1弾（28の自治体が参加。全30種類。）の1
つとして レオとトコろんのコラボマンホール蓋（※）
を採用したマンホールカードを作成しました。
※ご当地キャラクターとプロ野球マスコットとのコ
ラボは、マンホール蓋で全国初のものです。
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約25杯分はいぶんやく

東京新山口

新玉名

所沢市の水道と下水道Q&A
市内の水道管・下水道管の長さはどのくらい?

地面に埋められている水道管は、約1,020kmです
（平成31年3月末現在）。この長さは、新幹線でおよそ

東京駅から新山口駅（山口県山口市）までの距離に当たります。
※東京駅～新山口駅の距離は、1,027km
　また、下水道管は、約1,256kmで（平成31年3月末現在）、およそ
東京駅から新玉名駅（熊本県玉名市）までの距離に当たります。
※東京駅～新玉名駅の距離は、1,265.3km

1年間に市内で使う水道水の量は?

平成30年度の1年間では、メットライフドーム約25杯
分（約3,490万立方メートル［㎥］）もの水を使いました。

　例年、最も水を使う時期は梅雨明け頃（7月上旬から中旬）で、反対
に最も少ない時期はお正月の頃（1月初旬）となっています。
※メットライフドームの容積は、140万㎥

所沢市の水道・下水道は、県内で何番目にできたの?

所沢市では、昭和12年に、県内で6番目に水道事業
が始まりました。また、昭和43年に所沢下水処理場

が完成し、県内で6番目に下水処理場の運転が始まりました。

500mLペットボトル水1本の価格で水道水は何本分買えるの?

500mLペットボトル水1本の価格を150円とすると、
水道水では1,000L分の水を買うことができます。

これは、500mLペットボトル水で2,000本分の量に当たります。

私たちは1日にどのくらいの水を使っているの?

所沢市の1人1日当たりの平均使用水量は、約285L
です（平成30年度）。これは、500mLペットボトル

約570本分の量に当たります。
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