水みらいセンターに
行ってみませんか？

｜水みらいセンターを見学することができます｜
水みらいセンターでは、随時見学を受け付けています（無料）。普段はなかなか入ることのできない施設だけに気
分はまるで探検家。下水道の役割や水みらいセンター内にある様々な施設について、センターで働く職員がわかり
やすく解説します（概ね１時間程度）。小学校で見学をご希望される場合は、お近くの水みらいセンターまでお気軽
にお問合せください。

｜親子で楽しく学べるイベントを開催しています｜
水みらいセンターでは、無料のイベントを開催しています。施設見学と
併せて、微生物観察や実験コーナーがあり、親子で楽しく下水道につい
て学ぶことができます。イベントの詳細については、大阪府下水道室の
ホームページ（http://www.pref.osaka.lg.jp/gesui_jigyo/demae3/ind
ex.html）をご覧ください。
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｜水みらいセンターには無料の遊び場があるのを知っていますか？｜
水みらいセンターは、その広大な敷地を有効利用して、処理施設の上を公園などにして府民の方々が楽しめるス
ペースにしています。府民のみなさんのゆとりと潤いの空間として、地域社会に貢献する施設となることを目的として
います。原田、高槻、鴻池、川俣、大井の「スカイランド」をはじめ、各水みらいセンターでせせらぎや広場等を一般
に開放していますので、ぜひ一度お越しください。

スカイランド HARADA からは飛行機の離発
着が見られます。

2016 年 4 月オープンの高槻スカイランド。
新幹線が間近で見られる珍しい処理場。

渚水みらいセンターいこいの広場。春は広
場の桜が満開に。

なわて水みらい緑地。きれいな花が鑑賞で
きます。

鴻池スカイランド。処理施設の屋上に広大
な芝生が広がります。

川俣スカイランドには、すべり台などの子ど
も向け遊具が充実。

今池水みらいセンター風の広場。レンガが
敷き詰められたイングリッシュガーデン。

大井ふれあいらんどから市街地が一望でき
ます。

緑とせせらぎ水路に癒される狭山水みらい
センターせせらぎの丘・かがやき広場。

各水みらいセンターの所在地やス
カイランドの開園時刻などについて
は、大阪府下水道室のホームペ
ージをご覧ください。
（ http://www.pref.osaka.lg.jp/s_
gesuido）
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｜出前講座やっています｜
大阪府では、下水道の機能や役割を知っていただくため、下水道をはじめ水環境保全について、依頼のあった小
学校で授業を行う出前講座を実施しています。府や市の職員が小学校に出向き、クイズや実験を交えつつ、「水」と
いう観点から下水道全般についての授業を行います。
学校の池の水や給食の
残り汁などを使った簡易
水質実験の様子。

水の循環や下水道の役割につ
いて、途中、クイズを交えながら
スライドを使って紹介。

下を向いて歩こう

～デザインマンホールがブーム？！～
大阪府の
マンホールカード

日本の多くの自治体では、その地域の名産や特色をモチーフにしているデザインマンホールが導
入されています。大阪府内の自治体のマンホールも魅力的なデザインがたくさんありますので、ぜひ
お住まいの街のデザインマンホールを探してみてください。
なお、鴻池水みらいセンター「下水道ふれあいプラザ」（東大阪市）には、府内自治体のデザイン
マンホールが一同に展示されています。マンホール好きにはたまらない、現在は使われなくなったレ
アなマンホールも展示されています。
また、最近では、デザインマンホールの写真やデザインの由来などを記載したコレクションカードで
ある「マンホールカード」が全国各地の自治体で発行され、ブームの兆しをみせています。マンホー
ルカードは、実際に処理場等に足を運んでいただくことでＧＥＴできます。
（全国のマンホールカード配布場所一覧⇒http://www.gk-p.jp/mhcard.html）

大阪府流域下水道 50 周年を機に製作
した「もずやん」のデザインマンホール。

「下水道ふれあいプラザ」には府内自治体のデザインマンホールが展示され
ています。
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クロスワードパズルに挑戦！

答えは 18 ページ
1

7

3

4

11

2

8

12

9

5

13

10

6
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＜タテのカギ＞
1. 汚泥からガスを取り出して、燃料や○○○○に利用しています。
2. 市町村の内水○○○○○○○を確認いただき、大雨時の防災活動に役立ててください。
3. 新エネルギー政策として○○○○エネルギーを活用しています。
4. 私たちは、トイレや風呂、○○○○など家庭のいろんなところで水を使っています。
5. 汚水と○○○を合わせて下水といいます。
6. 下水管には絶対○○○を流さないでください。
＜ヨコのカギ＞
1. 汚泥は水分を取り除き、燃やして○○にして埋め立てています。
2. 水みらいセンター内の施設で微生物が汚れを食べるところ。
7. 下水管を流れる下水がもつ○○エネルギーを冷暖房や給湯などに利用。
8. 下水管を造るとき地下にトンネルを掘る機械。
9. ○○○講座はいつでも受け付けています！
10.下水管が深くなると、○○○でくみ上げます。
11.処理施設の屋上公園○○○○○○にぜひお越しください。
12.汚水と雨水を同じ管きょで一緒に集める方式。○○○○○式下水道。
13.鴻池水みらいセンター内の下水道○○○○プラザには、府内市町村のマンホールが展示されています。
14.大阪府は下水処理場を○○○○○センターと呼んでいます。

解 答 欄
（二重マス内の文字を並べ替えてください。）
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施 設 所 在 地 一 覧
名

称

所 在 地

電 話

備 考

大阪府都市整備部下水道室

〒540-8570 大阪市中央区大手前２丁目

06-6941-0351

大阪府北部流域下水道事務所

〒567-0041 茨木市下穂積１丁目 180

072-620-6671

大阪府東部流域下水道事務所

〒577-0063 東大阪市川俣２丁目 1-1

06-6784-3721

〒572-0045 寝屋川市東神田町 37-1

072-839-5975

〒597-0095 貝塚市港 25 番地

072-438-7406

〒580-0034 松原市天美西７丁目 265-1

072-336-0231

今池水みらいセンター内

豊中市猪名川流域下水道事務所

〒561-0806 豊中市原田西町 1-1

06-6841-1100

原田水みらいセンター内

原田水みらいセンター

〒561-0806 豊中市原田西町 1-1

06-6841-1100

中央水みらいセンター

〒567-0853 茨木市宮島３丁目 1-1

072-633-5031

高槻水みらいセンター

〒569-0044 高槻市番田２丁目 1-1

072-671-1381

渚水みらいセンター

〒573-1147 枚方市渚内野４丁目 10-1

072-855-0600

鴻池水みらいセンター

〒578-0978 東大阪市北鴻池町 1-18

06-6911-9595

なわて水みらいセンター

〒575-0001 四條畷市砂４丁目 1-13

鴻池水みらいセンターへ連絡ください

川俣水みらいセンター

〒577-0063 東大阪市川俣２丁目 1-1

06-6789-0201

竜華水みらいセンター

〒581-0065 八尾市龍華２丁目

川俣水みらいセンターへ連絡ください

今池水みらいセンター

〒580-0034 松原市天美西７丁目 265-1

072-336-7655

大井水みらいセンター

〒583-0009 藤井寺市西大井１丁目 407-1

072-938-5816

狭山水みらいセンター

〒589-0004 大阪狭山市東池尻６丁目 1647

072-365-2490

北部水みらいセンター

〒595-0814 泉北郡忠岡町新浜３丁目

072-423-2255

中部水みらいセンター

〒597-0094 貝塚市二色南町 6-1

072-437-4848

南部水みらいセンター

〒590-0535 泉南市りんくう南浜 1 番

072-485-3444

萱島工区
大阪府南部流域下水道事務所
大和川工区
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無 料 遊 び 場 一 覧
名

称

所 在 地

開園時間
休園日

電話

スカイランドＨＡＲＡＤＡ

（原田水みらいセンター）
〒561-0806
豊中市原田西町 1-1

06-6846-8181

9:00～17:00
木曜日（祝日の場合翌日）、年末年始

高槻スカイランド

（高槻水みらいセンター）
〒569-0044
高槻市番田２丁目 1-1

072-671-1381

9:00～17:00
火曜日（祝日の場合翌日）、年末年始

いこいの広場

（なぎさ水みらいセンター）
〒573-1147
枚方市渚内野４丁目 10-1

072-855-0600

9:00～17:00
年末年始

鴻池スカイランド

（鴻池水みらいセンター）
〒578-0978
東大阪市北鴻池町 1-18

06-6911-9595

9:00～17:00
火曜日（祝日の場合翌日）、年末年始

下水道ふれあいプラザ

（鴻池水みらいセンター）
〒578-0978
東大阪市北鴻池町 1-18

06-6911-9595

土日祝、年末年始

なわて水みらい緑地

（なわて水みらいセンター）
〒575-0001
四條畷市砂４丁目 1-13

鴻池水みらいセンタ
ーへ連絡ください

9:00～17:00
火曜日（祝日の場合翌日）、年末年始

川俣スカイランド

（川俣水みらいセンター）
〒577-0063
東大阪市川俣２丁目 1-1

06-6789-0201

9:00～17:00
火曜日（祝日の場合翌日）、年末年始

虹の広場・風の広場

（今池水みらいセンター）
〒580-0034
松原市天美西７丁目 265-1

072-336-7655

8:00～17:00
（春分の日から秋分の日までは 18:00 まで）
虹の広場：年末年始
風の広場：火曜日（祝日の場合翌日）、年末年始

大井ふれあいらんど

（大井水みらいセンター）
〒583-0009
藤井寺市西大井１丁目 407-1

072-938-5816

9:00～17:00
（4 月から 7 月までの土日祝は 18:00 まで）
火曜日（祝日の場合翌日）、年末年始

せせらぎの丘・かがやき広場

（狭山水みらいセンター）
〒589-0004
大阪狭山市東池尻６丁目 1647

072-365-2490

7:00～18:00
（10 月 1 日から 3 月 31 日は 17:00 まで）
第 1、第 3 火曜日（祝日の場合翌日）、年末年始
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【下水道 QUIZ の答え】
①

ふたが丸いと、ふたがマンホールの穴の中に
落ちないから。 四角や三角だと、穴の中に
ふたが落ちる可能性があります。

②

Ａ （サワガニ）

③

Ｂ （10 時間～15 時間）

【クロスワードパズルの答え】
処理水（ショリスイ）
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大阪府流域下水道５０周年を記念して一般公募により決定したマンホール蓋
のデザイン。元気に羽ばたく“大阪府広報担当副知事もずやん”を中央に、ま
わりには府の木“いちょう”と府の花“うめ”を配しています。今後、府内各所に
設置されます。

大阪府 下水道室

検索

『知っているようで意外と知らない 下水道のセカイ』
平成２９年３月

大阪府都市整備部下水道室

